
(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

【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

26,671,979,637 -
11,514,771,650 -

358,907,400 -

58,940,021,821 15,323,903,980
53,894,345,954 15,323,903,980

△ 26,775,000 -
- -
- -

32,065,661,995 -
△ 17,432,406,848 1,907,015,067

128,991,606 1,564,860,881

- -
- 負債合計 17,230,919,047
-

- -
- 139,883,747
- 202,270,439

209,361,000
△ 138,885,343
51,247,405,443

62,828,834 63,038,782,185
27,146,374,750 △ 16,095,317,090
5,488,430,602

9,828,000
431,321,114

△ 355,329,547

△ 29,669,764,952
-
-

5,045,675,867
906,928,149

-

-
-
-

3,695,169,096
-

3,695,169,096
-

57,640,149
849,288,000

-
303,818,601
154,148,304

10,762,791
4,087,997,573
3,548,769,439

△ 14,388,283
5,234,362,321
1,092,290,665

46,799,812

△ 3,488,520 純資産合計 46,943,465,095

資産合計 64,174,384,142 負債及び純資産合計 64,174,384,142

539,228,134
-
-



(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

-

【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

20,250,183,599

9,181,939,227

3,059,419,590

2,398,839,566

139,883,747

6,039,640,569

520,696,277

5,873,212,492

3,742,356,994

335,335,732

1,795,519,766

-

249,307,145

126,016,438

15,754,092

107,536,615

11,068,244,372

-

3,802,883,113

1,218,709,228

7,011,462

372,636,648

195,951,696

176,684,952

△ 19,877,546,951

313,318,144

313,318,139

5

-

-

13,113,452

-

13,113,452

△ 20,177,751,643



(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 63,809,706,107 △ 16,089,949,750

純行政コスト（△） △ 20,177,751,643

財源 19,056,804,381

税収等 12,417,332,301

国県等補助金 6,639,472,080

本年度差額 △ 1,120,947,262

固定資産等の変動（内部変動） △ 770,873,922 770,873,922

有形固定資産等の増加 975,095,765 △ 975,095,765

有形固定資産等の減少 △ 1,936,242,268 1,936,242,268

貸付金・基金等の増加 1,290,126,724 △ 1,290,126,724

貸付金・基金等の減少 △ 1,099,854,143 1,099,854,143

資産評価差額 -

無償所管換等 △ 50,000

その他 - 344,706,000

本年度純資産変動額 △ 770,923,922 △ 5,367,340

本年度末純資産残高 63,038,782,185 △ 16,095,317,090

△ 1,120,947,262

【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

47,719,756,357

△ 20,177,751,643

19,056,804,381

12,417,332,301

6,639,472,080

-

△ 50,000

344,706,000

△ 776,291,262

46,943,465,095



（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

126,016,438

【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

18,459,298,875
7,391,054,503
3,079,854,606
4,078,299,124

313,318,139

106,884,335
11,068,244,372
6,039,640,569
3,802,883,113
1,218,709,228

7,011,462
17,702,736,433
12,449,830,599
4,883,124,080

196,472,506
173,309,248

1,249,288,667

313,318,139
-

1,482,881,000
413,000,419

1,668,418,771
834,323,268
367,815,503
451,580,000
14,700,000

-

1,938,331,000

273,467,000
964,155,008
11,666,659

-
-

△ 419,130,104

1,481,257,188
1,481,257,188

-
1,938,331,000

1,092,290,665

-
457,073,812

本年度資金収支額 450,944,127
前年度末資金残高 439,076,099
本年度末資金残高 890,020,226

48,474,121
153,796,318
202,270,439


