
（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

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

358,907,400 -

85,605,162,991 35,159,692,285
80,550,681,029 25,683,023,398

△ 26,775,000 134,261,883
- -
- -

32,065,661,995 9,476,668,887
△ 17,432,406,848 2,875,016,209

128,991,606 2,386,270,831

- -
- 負債合計 38,034,708,494
-

- -
- 147,788,747
- 206,694,748

1,419,532,906
△ 351,872,206
77,680,527,576

62,828,834 90,118,310,386
51,202,386,901 △ 34,272,991,033
6,430,446,969 -

616,002,974
5,495,300,073

△ 2,818,985,582

△ 34,592,251,318
-
-

4,559,850,385
59,940,149

-

494,631,577
-

494,631,577

3,753,026,785
-

3,753,026,785
-

57,640,149
2,300,000

-
636,448,699
154,148,304

10,762,791
4,502,384,604
3,963,156,470

△ 43,713,552
8,274,864,856
3,460,100,288

315,084,353

- 純資産合計 55,845,319,353

資産合計 93,880,027,847 負債及び純資産合計 93,880,027,847

539,228,134
-
-

△ 13,467,180



（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

55,460

32,564,739,739

11,738,643,250

3,177,767,860

2,469,997,722

147,788,747

-

559,981,391

7,170,149,912

3,911,416,437

374,938,013

2,883,740,002

△ 30,506,316,171

1,390,725,478

359,920,407

41,591,043

989,214,028

20,826,096,489

17,016,201,914

3,802,883,113

7,011,462

2,058,423,568

1,613,921,110

444,502,458

-

13,150,132

△ 30,816,938,495

323,772,456

313,318,139

5

-

10,454,312

13,150,132



（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 91,295,321,767 △ 34,610,878,487 -

純行政コスト（△） △ 30,816,938,495

財源 29,634,805,635 -

税収等 19,818,874,694

国県等補助金 9,815,930,941

本年度差額 △ 1,182,132,860 -

固定資産等の変動（内部変動） △ 725,381,381 725,381,381

有形固定資産等の増加 1,473,570,593 △ 1,473,570,593

有形固定資産等の減少 △ 2,419,718,922 2,419,718,922

貸付金・基金等の増加 1,476,542,908 △ 1,476,542,908

貸付金・基金等の減少 △ 1,255,775,960 1,255,775,960

資産評価差額 -

無償所管換等 △ 50,000

他団体出資等分の増加 -

他団体出資等分の減少 -

その他 △ 451,580,000 794,638,933

本年度純資産変動額 △ 1,177,011,381 337,887,454 -

本年度末純資産残高 90,118,310,386 △ 34,272,991,033 -

【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

-

56,684,443,280

△ 30,816,938,495

29,634,805,635

19,818,874,694

9,815,930,941

△ 1,182,132,860

△ 50,000

-

-

343,058,933

△ 839,123,927

55,845,319,353



（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

359,920,407

【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

31,060,310,542
10,234,214,053
3,198,350,876
5,375,236,544

313,318,139

1,300,706,226
20,826,096,489
17,016,201,914
3,802,883,113

7,011,462
30,513,076,565
19,866,411,949
8,059,582,941
1,614,441,920

972,639,755
319,247,847

273,467,000

5,929,708
1,934,493,360
1,068,011,536

2,390,836,422
1,486,304,981

438,251,441
451,580,000
14,700,000

-
1,266,335,415

-

974,750,008
11,666,659

-
6,451,748

△ 1,124,501,007

1,899,539,869
1,899,539,869

-
2,275,759,981
2,275,759,981

本年度資金収支額 319,730,641
前年度末資金残高 2,933,674,899
本年度末資金残高 3,253,405,540

52,820,337
153,874,411
206,694,748

3,460,100,288

376,220,112


