
（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 37,809,617,801

資産合計 49,408,289,914 負債及び純資産合計 49,408,289,914

292,811,000
65,552,942

-
△ 13,838,370

-
1,220,017,834
927,206,834

△ 28,236,287
3,339,578,023
1,939,472,785
128,372,832

4,264,990,927
-

4,264,990,927
-

37,646,900
25,429,180

-
313,648,394

-

4,615,512,856
65,109,822
2,033,742

382,399,682
177,793,632
204,606,050

51,969,440
2,455,662,893

△ 1,374,712,887

△ 19,014,764,263
-
-

454,219,765
△ 231,250,621
36,441,936,323

193,297,800 47,288,729,725
19,114,184,951 △ 9,479,111,924
1,412,074,307 -

- 20,390,621
- 負債合計 11,598,672,113
-

- -
- 118,534,678
- 219,730,332

△ 267,719,900 71,229,842
- -
- 2,340,000

18,863,497,803 478,218,361
△ 12,866,451,761 1,134,105,845

340,241,760 701,880,372

14,612,798,694 1,995,016,000
- -

46,068,711,891 10,464,566,268
41,070,799,353 7,991,331,907

【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

20,875,664,396 -



（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

-

1,021,062

△ 14,471,023,102

2,852,825

-

-

-

2,852,825

1,021,062

△ 14,469,191,339

202,311,082

84,866,228

48,137,488

69,307,366

9,642,668,254

7,861,768,332

1,776,331,215

4,568,707

1,101,530,302

740,674,773

360,855,529

9,186,699

15,570,721,641

5,928,053,387

1,735,350,754

1,538,995,770

118,534,678

-

77,820,306

3,990,391,551

2,418,379,868

298,306,891

1,264,518,093

【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 47,719,819,900 △ 10,087,545,688 -

純行政コスト（△） △ 14,471,023,102

財源 14,760,508,783 -

税収等 10,663,397,757

国県等補助金 4,097,111,026

本年度差額 289,485,681 -

固定資産等の変動（内部変動） △ 315,090,083 315,090,083

有形固定資産等の増加 589,708,613 △ 589,708,613

有形固定資産等の減少 △ 1,295,029,607 1,295,029,607

貸付金・基金等の増加 654,764,774 △ 654,764,774

貸付金・基金等の減少 △ 264,533,863 264,533,863

資産評価差額 141,486

無償所管換等 △ 116,141,578

他団体出資等分の増加 -

他団体出資等分の減少 -

その他 - 3,858,000

本年度純資産変動額 △ 431,090,175 608,433,764 -

本年度末純資産残高 47,288,729,725 △ 9,479,111,924 -

△ 116,141,578

-

-

3,858,000

177,343,589

37,809,617,801

141,486

37,632,274,212

△ 14,471,023,102

14,760,508,783

10,663,397,757

4,097,111,026

289,485,681

【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

222,360,775
△ 2,630,443
219,730,332
1,939,472,785

△ 105,815,242
本年度資金収支額 305,768,025
前年度末資金残高 1,413,974,428
本年度末資金残高 1,719,742,453

-

69,000,000
1,680,220

-
20,654,556

△ 785,979,977

814,383,242
792,571,346
21,811,896
708,568,000
708,568,000

171,809,000

239,825
1,837,475,000
1,197,563,244

1,049,123,753
551,802,029
496,991,724

-
330,000

-
263,143,776

-

81,668,486
9,642,668,254
7,861,768,332
1,776,331,215
4,568,707

13,636,074,893
10,663,165,309
2,087,827,026
735,471,298
149,611,260
239,825

84,866,228

【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

14,275,746,824
4,633,078,570
1,740,513,590
2,726,030,266


