
(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 △ 790,357 純資産合計 5,011,319,490

資産合計 21,034,409,914 負債及び純資産合計 21,034,409,914

700,000,000
-
-

-
1,600,351,000

900,351,000

△ 1,596,249
2,391,562,477

757,349,176
34,652,658

4,678,614,808
-

4,678,614,808
-

135,492,000
-
-

15,376,384
-

4,831,191,155
138,796,212

3,304,212

-
-
-

114,452,600
948,501,014

△ 808,212,657

△ 4,040,580,102
-
-

61,513,008
△ 25,208,610
8,582,035,912

166,114,000 20,243,198,437
4,866,325,208 △ 15,231,878,947

174,112,400

- -
- 負債合計 16,023,090,424
-

- -
- 81,899,614
- 21,887,810

△ 507,581,114 -
- 18,946,000
- -

17,934,335,470 -
△ 12,407,748,421 1,282,672,424

666,986,360 1,159,939,000

1,640,160,922 1,312,421,000
1,312,775,500 -

18,642,847,437 14,740,418,000
13,811,656,282 13,165,009,000

【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

8,805,042,717 262,988,000



(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

-

17,528,361

302,099

17,226,262

△ 8,405,857,547

-

1,441,531,531

592,969,908

79,631,825

250,141,234

52,549,962

197,591,272

△ 8,396,896,487

26,489,421

20,112,141

6,377,280

-

1,585,231,297

91,490,172

3,316,315,988

1,632,867,394

1,058,050,334

615,678,510

9,719,750

136,458,446

119,073,000

791,623

16,593,823

3,699,364,561

149,656,000

【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

8,647,037,721

4,947,673,160

1,494,898,726

1,171,852,940

81,899,614



(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 19,302,634,889 △ 14,707,099,757

純行政コスト（△） △ 8,405,857,547

財源 8,780,520,043

税収等 6,330,740,049

国県等補助金 2,449,779,994

本年度差額 374,662,496

固定資産等の変動（内部変動） 894,043,380 △ 894,043,380

有形固定資産等の増加 1,366,113,947 △ 1,366,113,947

有形固定資産等の減少 △ 615,678,511 615,678,511

貸付金・基金等の増加 328,529,152 △ 328,529,152

貸付金・基金等の減少 △ 184,921,208 184,921,208

資産評価差額 3,085,872

無償所管換等 43,434,296

その他 - △ 5,398,306

本年度純資産変動額 940,563,548 △ 524,779,190

本年度末純資産残高 20,243,198,437 △ 15,231,878,947

43,434,296

△ 5,398,306

415,784,358

5,011,319,490

3,085,872

374,662,496

【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

4,595,535,132

△ 8,405,857,547

8,780,520,043

6,330,740,049

2,449,779,994



（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 757,349,176

-
37,617,000

本年度資金収支額 △ 361,948,818
前年度末資金残高 1,097,410,184
本年度末資金残高 735,461,366

18,944,667
2,943,143

21,887,810

1,625,900,000

873,839,000
154,351,917

-
302,100

-
△ 640,273,294

1,588,283,000
1,588,283,000

-
1,625,900,000

1,028,493,017

20,112,141
-

532,313,000
240,707,476

1,668,766,311
1,369,199,819

295,466,492
4,100,000

-
-

20,112,141

10,354,424
3,699,364,561
1,585,231,297
1,441,531,531

592,969,908
79,631,825

7,613,390,687
6,327,981,403
1,043,627,994

52,486,572
189,294,718

119,073,000

【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

7,884,884,070
4,185,519,509
1,342,730,903
2,713,361,182


