
（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 - 純資産合計 38,608,258,431

資産合計 61,031,636,217 負債及び純資産合計 61,031,636,217

82,144,363
7,301,676

12,500,000
△ 11,422,790

271,771
2,619,053,882
2,536,909,519

△ 31,114,556
3,878,973,757
1,099,434,534

151,834,684

1,339,381,007
-

1,339,381,007
-

13,747,000
70,000,000

-
949,207,587

-

2,360,671,588
103,197,550
19,450,550

116,483,703
26,082,659
90,401,044

172,013,700
3,388,002,469

△ 2,228,293,768

△ 22,207,314,758
-
-

3,179,919,702
△ 1,127,707,982

43,927,715,423

5,215,320 59,771,988,113
30,558,236,100 △ 21,163,729,682
6,613,610,015 -

- 40,873,655
- 負債合計 22,423,377,786
-

- -
- 180,232,519
- 156,961,972

△ 286,477,991 33,375,517
- -
- 11,730,000

22,125,376,941 646,987,718
△ 14,914,780,896 1,939,834,409

468,964,390 1,516,660,746

15,559,264,604 2,238,786,000
- -

57,152,662,460 20,483,543,377
54,675,507,169 17,597,769,659

【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

22,957,562,368 -



（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

3,182,526

-

△ 17,284,506,429

64,758,272

2,396,890

62,361,382

-

-

3,182,526

△ 17,222,930,683

416,027,658

238,663,163

288,607

177,075,888

11,436,224,094

8,825,377,394

2,606,072,308

4,774,392

1,281,177,698

754,507,441

526,670,257

983,547

18,504,108,381

7,067,884,287

2,822,522,042

2,459,999,414

191,910,437

-

170,612,191

3,829,334,587

2,034,112,258

262,286,172

1,531,952,610

【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



（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 60,494,861,914 △ 21,702,887,482 -

純行政コスト（△） △ 17,284,506,429

財源 17,100,183,061 -

税収等 11,762,916,435

国県等補助金 5,337,266,626

本年度差額 △ 184,323,368 -

固定資産等の変動（内部変動） △ 722,657,058 722,657,058

有形固定資産等の増加 1,808,817,299 △ 1,808,817,299

有形固定資産等の減少 △ 2,247,764,369 2,247,764,369

貸付金・基金等の増加 345,299,996 △ 345,299,996

貸付金・基金等の減少 △ 629,009,984 629,009,984

資産評価差額 △ 2,141,600

無償所管換等 1,924,857

他団体出資等分の増加 -

他団体出資等分の減少 -

その他 - 824,110

本年度純資産変動額 △ 722,873,801 539,157,800 -

本年度末純資産残高 59,771,988,113 △ 21,163,729,682 -

1,924,857

-

-

824,110

△ 183,716,001

38,608,258,431

△ 2,141,600

38,791,974,432

△ 17,284,506,429

17,100,183,061

11,762,916,435

5,337,266,626

△ 184,323,368

【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



（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

150,492,895
6,469,077

156,961,972
1,099,434,534

△ 367,236,453
本年度資金収支額 49,514,388
前年度末資金残高 892,958,174
本年度末資金残高 942,472,562

-

429,689,802
918,086

10,927,720
-

△ 396,106,850

1,512,136,453
1,470,130,898

42,005,555
1,144,900,000
1,144,900,000

467,101,862

-
-

812,857,691

1,304,744,320
1,192,273,654

112,470,666
-
-
-

908,637,470

2,396,890

165,680,389
11,436,224,094
8,825,377,394
2,606,072,308

4,774,392
17,788,794,699
11,789,328,600
4,887,943,626

751,639,657
359,882,816

2,396,890

238,713,163

【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

16,973,540,118
5,537,316,024
2,827,344,823
2,305,577,649


