
（単位：円）

【資産の部】 【負債の部】

固定資産 固定負債

有形固定資産 地方債等

事業用資産 長期未払金

土地 退職手当引当金

立木竹 損失補償等引当金

建物 その他

建物減価償却累計額 流動負債

工作物 1年内償還予定地方債等

工作物減価償却累計額 未払金

船舶 未払費用

船舶減価償却累計額 前受金

浮標等 前受収益

浮標等減価償却累計額 賞与等引当金

航空機 預り金

航空機減価償却累計額 その他

その他

その他減価償却累計額 【純資産の部】

建設仮勘定 固定資産等形成分

インフラ資産 余剰分（不足分）

土地 他団体出資等分

建物

建物減価償却累計額

工作物

工作物減価償却累計額

その他

その他減価償却累計額

建設仮勘定

物品

物品減価償却累計額

無形固定資産

ソフトウェア

その他

投資その他の資産

投資及び出資金

有価証券

出資金

その他

投資損失引当金

長期延滞債権

長期貸付金

基金

減債基金

その他

その他

徴収不能引当金

流動資産

現金預金

未収金

短期貸付金

基金

財政調整基金

減債基金

棚卸資産

その他

徴収不能引当金

繰延資産

【様式第１号】

全体貸借対照表
(平成29年3月31日現在）

科目 金額 科目 金額

23,321,042,168 -

6,319,485,230 2,365,149,126

928,293,280 -

153,340,083,865 16,968,244,737

146,718,755,791 14,530,243,611

△ 1,298,809,572 381,047

- -

- -

38,049,756,356 72,852,000

△ 22,419,864,055 2,318,603,003

1,548,580,578 2,129,993,730

- 501,000

- 負債合計 19,286,847,740

-

- -

- 161,719,479

601,071 26,007,747

2,128,023,729

△ 1,356,001,126

384,019,829,978

192,999,280 157,966,988,654

122,384,561,805 △ 17,659,581,137

1,174,111,488 -

51,699,900

2,369,884,035

△ 1,356,732,217

△ 263,633,102,164

-

-

6,563,491,021

233,797,000

5,510,000

57,837,053

57,757,053

80,000

5,837,910,190

-

5,837,910,190

-

117,887,000

110,400,000

-

428,130,163

101,444,932

6,339,300

4,620,565,489

3,874,266,927

△ 37,791,264

6,237,070,392

1,535,048,928

82,104,236

17,101,000 純資産合計 140,307,407,517

資産合計 159,594,255,257 負債及び純資産合計 159,594,255,257

746,298,562

2,854,000

400,000

△ 10,241,561



（単位：円）

経常費用

業務費用

人件費

職員給与費

賞与等引当金繰入額

退職手当引当金繰入額

その他

物件費等

物件費

維持補修費

減価償却費

その他

その他の業務費用

支払利息

徴収不能引当金繰入額

その他

移転費用

補助金等

社会保障給付

その他

経常収益

使用料及び手数料

その他

純経常行政コスト

臨時損失

災害復旧事業費

資産除売却損

損失補償等引当金繰入額

その他

臨時利益

資産売却益

その他

純行政コスト

【様式第２号】

全体行政コスト計算書
自  平成28年4月1日
至  平成29年3月31日

科目 金額

64,150

28,641,160,283

16,335,770,092

3,485,859,725

2,779,798,483

161,719,479

-

544,341,763

12,416,345,953

3,437,377,331

1,056,229,857

7,922,674,615

△ 25,782,009,244

433,564,414

186,011,652

79,758,773

167,793,989

12,305,390,191

10,183,350,278

2,098,217,930

23,821,983

2,859,151,039

974,941,009

1,884,210,030

1,973,121

-

△ 26,778,601,972

998,565,849

547,973,489

403,783,982

-

46,808,378

1,973,121



（単位：円）

固定資産

等形成分

余剰分

（不足分）
他団体出資等分

前年度末純資産残高 164,593,565,272 △ 19,506,082,924 -

純行政コスト（△） △ 26,778,601,972

財源 21,952,944,828 -

税収等 15,121,022,125

国県等補助金 6,831,922,703

本年度差額 △ 4,825,657,144 -

固定資産等の変動（内部変動） △ 6,671,203,931 6,671,203,931

有形固定資産等の増加 2,220,417,183 △ 2,220,417,183

有形固定資産等の減少 △ 8,467,996,486 8,467,996,486

貸付金・基金等の増加 1,074,586,009 △ 1,074,586,009

貸付金・基金等の減少 △ 1,498,210,637 1,498,210,637

資産評価差額 -

無償所管換等 44,627,313

他団体出資等分の増加 -

他団体出資等分の減少 -

その他 - 955,000

本年度純資産変動額 △ 6,626,576,618 1,846,501,787 -

本年度末純資産残高 157,966,988,654 △ 17,659,581,137 -

【様式第３号】

全体純資産変動計算書
自  平成28年4月1日

至  平成29年3月31日

科目 合計

-

145,087,482,348

△ 26,778,601,972

21,952,944,828

15,121,022,125

6,831,922,703

△ 4,825,657,144

44,627,313

-

-

955,000

△ 4,780,074,831

140,307,407,517



（単位：円）

【業務活動収支】

業務支出

業務費用支出
人件費支出

物件費等支出

支払利息支出

その他の支出

移転費用支出
補助金等支出

社会保障給付支出

その他の支出

業務収入

税収等収入
国県等補助金収入

使用料及び手数料収入

その他の収入

臨時支出

災害復旧事業費支出
その他の支出

臨時収入

業務活動収支

【投資活動収支】

投資活動支出
公共施設等整備費支出

基金積立金支出

投資及び出資金支出

貸付金支出

その他の支出
投資活動収入

国県等補助金収入

基金取崩収入

貸付金元金回収収入

資産売却収入
その他の収入

投資活動収支

【財務活動収支】

財務活動支出

地方債等償還支出
その他の支出

財務活動収入

地方債等発行収入

その他の収入

財務活動収支

前年度末歳計外現金残高
本年度歳計外現金増減額

本年度末歳計外現金残高

本年度末現金預金残高

186,011,652

【様式第４号】

全体資金収支計算書
自  平成28年4月1日

至  平成29年3月31日

科目 金額

21,272,496,900
8,967,106,709
4,038,286,662
4,597,285,814

547,973,489

145,522,581
12,305,390,191
10,183,350,278
2,098,217,930

23,821,983
22,469,583,375
15,149,973,696
4,778,450,722

974,227,278
1,566,931,679

548,079,489

1,546,803,344

106,000
506,668,637

1,155,675,623

2,834,339,031
1,979,086,668

855,252,363
-
-
-

2,717,078,527

-

1,157,695,779
7,420,768
5,158,636

-
△ 117,260,504

2,224,043,966
2,197,772,966

26,271,000
1,062,001,000
1,062,001,000

本年度資金収支額 △ 123,627,847
前年度末資金残高 1,632,669,028
本年度末資金残高 1,509,041,181

22,837,302
3,170,445

26,007,747
1,535,048,928

△ 1,162,042,966


