
(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
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
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
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 △ 510,383 純資産合計 31,902,660,488

資産合計 35,518,752,127 負債及び純資産合計 35,518,752,127

211,564,000
-
-

-
833,792,899
622,228,899

△ 462,605
1,106,087,425

265,559,846
7,245,063

2,812,645,815
-

2,812,645,815
-

67,514,000
17,838,000

-
13,489,244

-

2,950,531,344
124,858,890
39,506,890

278,550
-

278,550

24,483,600
241,214,192

△ 187,711,663

△ 6,787,304,905
-
-

327,315,740
△ 135,418,606
13,304,772,451

825,489,389 35,246,457,601
6,860,972,313 △ 3,343,797,113

127,124,033

- -
- 負債合計 3,616,091,639
-

- -
- 49,074,800
- 36,865,004

△ 268,367,389 2,779,995
12,206,800 -

△ 12,206,795 -

26,254,499,275 -
△ 9,498,696,329 379,068,876

1,188,824,876 290,349,077

6,045,630,139 224,476,545
- -

34,412,664,702 3,237,022,763
31,461,854,808 3,012,546,218

【様式第１号】

一般会計等　貸借対照表
(平成29年3月31日現在）

科目 金額 科目 金額

24,547,379,966 -



(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

他会計への繰出金

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

投資損失引当金繰入額

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

-

51,895,641

4,982,903

46,912,738

△ 3,633,030,953

-

346,683,576

205,187,793

32,585,400

2,313,715,517

204,041,253

2,109,674,264

△ 3,642,290,322

42,636,272

13,329,360

29,306,912

-

2,185,644,010

313,046,870

2,142,752,665

1,127,532,042

70,688,228

941,082,735

3,449,660

48,531,537

40,980,468

503,149

7,047,920

2,770,100,779

10,446,455

【様式第２号】

一般会計等　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

5,956,005,839

3,185,905,060

994,620,858

622,052,733

49,074,800



(単位：円）

固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）

前年度末純資産残高 34,422,511,048 △ 3,443,364,481

純行政コスト（△） △ 3,633,030,953

財源 4,543,164,538

税収等 2,306,604,997

国県等補助金 2,236,559,541

本年度差額 910,133,585

固定資産等の変動（内部変動） 810,566,217 △ 810,566,217

有形固定資産等の増加 1,640,759,148 △ 1,640,759,148

有形固定資産等の減少 △ 1,058,302,731 1,058,302,731

貸付金・基金等の増加 935,736,025 △ 935,736,025

貸付金・基金等の減少 △ 707,626,225 707,626,225

資産評価差額 13,196,088

無償所管換等 184,248

その他 - -

本年度純資産変動額 823,946,553 99,567,368

本年度末純資産残高 35,246,457,601 △ 3,343,797,113

184,248

-

923,513,921

31,902,660,488

13,196,088

910,133,585

【様式第３号】

一般会計等　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

30,979,146,567

△ 3,633,030,953

4,543,164,538

2,306,604,997

2,236,559,541



（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
他会計への繰出支出
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
地方債償還支出
その他の支出

財務活動収入
地方債発行収入
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 265,559,846

-
△ 32,801,060

本年度資金収支額 60,930,175
前年度末資金残高 167,764,667
本年度末資金残高 228,694,842

33,401,393
3,463,611

36,865,004

247,595,000

361,373,125
648,875,125

-
4,982,903

-
△ 1,402,043,282

280,396,060
280,396,060

-
247,595,000

1,015,231,153

13,329,360
-

1,420,856,435
1,495,774,517

2,417,274,435
1,552,436,205

864,838,230
-
-
-

13,329,360

1,913,842
2,770,100,779
2,185,644,010

346,683,576
205,187,793
32,585,400

5,104,243,213
2,309,344,963

454,329,981
205,186,753

2,135,381,516

40,980,468

【様式第４号】

一般会計等　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

5,015,995,771
2,245,894,992

985,370,722
1,217,629,960
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