
（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

25,030,773,759 -
6,099,848,466 224,476,545

- -

38,260,102,876 4,517,860,321
35,270,299,246 3,525,107,674

△ 268,367,389 3,776,027
12,206,800 -

△ 12,206,795 -

26,989,533,515 768,276,102
△ 9,804,555,103 444,589,210

1,188,824,876 350,291,613

- 1,745,383
- 負債合計 4,962,449,531
-

- -
- 51,911,183
- 36,865,004

553,023,835
△ 263,269,693
18,699,221,038

825,489,389 39,105,164,775
9,882,613,317 △ 4,267,882,007

135,648,086 -

39,993,600
1,797,419,312

△ 1,440,507,142

△ 9,282,003,549
-
-

2,989,525,080
124,858,890
39,506,890

278,550
-

278,550

2,843,186,815
-

2,843,186,815
-

67,514,000
17,838,000

-
22,828,890

-

-
845,061,899
633,497,899

△ 1,349,515
1,539,629,423

680,089,100
11,367,560

- 純資産合計 34,837,282,768

資産合計 39,799,732,299 負債及び純資産合計 39,799,732,299

211,564,000
-

3,998,882
△ 888,018



（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

49,449,489

7,254,343,585

3,613,071,771

1,072,916,523

680,513,656

51,911,183

10,446,455

330,045,229

2,453,729,426

1,192,765,046

101,143,950

1,110,370,941

△ 4,757,564,167

86,425,822

58,800,687

739,411

26,885,724

3,641,271,814

3,261,911,290

346,692,424

32,668,100

2,496,779,418

371,637,030

2,125,142,388

4,982,903

47,524,220

△ 4,747,716,343

42,659,299

13,329,360

29,306,912

-

23,027

52,507,123



（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 38,440,893,404 △ 4,477,515,491 -

純行政コスト（△） △ 4,747,716,343

財源 5,608,240,862 -

税収等 2,938,506,997

国県等補助金 2,669,733,865

本年度差額 860,524,519 -

固定資産等の変動（内部変動） 650,891,035 △ 650,891,035

有形固定資産等の増加 1,650,870,187 △ 1,650,870,187

有形固定資産等の減少 △ 1,195,836,083 1,195,836,083

貸付金・基金等の増加 975,301,642 △ 975,301,642

貸付金・基金等の減少 △ 779,444,711 779,444,711

資産評価差額 13,196,088

無償所管換等 184,248

他団体出資等分の増加 -

他団体出資等分の減少 -

その他 - -

本年度純資産変動額 664,271,371 209,633,484 -

本年度末純資産残高 39,105,164,775 △ 4,267,882,007 -

【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

34,837,282,768

13,196,088

33,963,377,913

△ 4,747,716,343

5,608,240,862

2,938,506,997

2,669,733,865

860,524,519

184,248

-

-

-

873,904,855



（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

58,800,687

【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

6,146,613,936
2,505,342,122
1,064,072,811
1,360,008,342

13,329,360

22,460,282
3,641,271,814
3,261,911,290

346,692,424
32,668,100

6,314,667,063
2,905,260,592

887,504,305
373,009,177

2,148,892,989
13,352,387

383,619,125

23,027
1,420,856,435
1,575,557,175

2,491,175,474
1,592,747,244

898,428,230
-
-
-

1,101,821,153

-

713,219,125
-

4,982,903
-

△ 1,389,354,321

338,398,464
338,398,464

-
247,595,000
247,595,000

本年度資金収支額 95,399,390
前年度末資金残高 547,824,706
本年度末資金残高 643,224,096

33,401,393
3,463,611

36,865,004
680,089,100

△ 90,803,464
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