
(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

10,169,518,256 5,851,844
3,338,030,089 1,329,348,000

512,797,100 2,421,000

50,272,018,447 8,362,588,473
48,610,645,375 7,024,967,629

△ 392,929,984 36,251,000
- 277,156
- -

14,131,625,000 -
△ 7,937,098,829 870,589,049

462,452,880 732,854,681

- -
- 負債合計 9,233,177,522
-

- -
- 75,805,895
- 25,400,317

-
-

111,308,502,179

54,642,000 52,876,912,447
38,218,540,127 △ 9,020,717,380

735,397,443

-
805,293,267

△ 582,706,275

△ 73,825,359,495
-
-

1,661,373,072
197,983,000

-

-
-
-

1,313,377,237
-

1,313,377,237
-

146,983,000
51,000,000

-
57,782,012
96,394,000

82,710,000
2,522,184,000

683,670,000

△ 4,163,177
2,817,354,142

194,750,127
19,046,048

△ 1,336,033 純資産合計 43,856,195,067

資産合計 53,089,372,589 負債及び純資産合計 53,089,372,589

1,838,514,000
-
-



(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

116,721,000

【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

7,059,214,332

4,586,274,921

1,343,068,583

1,055,025,227

75,805,895

1,386,047,010

95,516,461

3,163,336,814

894,579,182

51,356,800

2,217,400,832

-

79,869,524

58,306,375

7,519,508

14,043,641

2,472,939,411

△ 627,000

643,255,638

433,377,917

10,258,846

219,204,128

89,844,261

129,359,867

△ 6,840,010,204

73,864,093

67,954,000

4,715,936

-

1,821,157

-

-

-

△ 6,913,874,297



(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 53,978,410,822 △ 8,665,441,220

純行政コスト（△） △ 6,913,874,297

財源 5,378,010,762

税収等 4,145,376,146

国県等補助金 1,232,634,616

本年度差額 △ 1,535,863,535

固定資産等の変動（内部変動） △ 1,091,174,375 1,091,174,375

有形固定資産等の増加 908,076,191 △ 908,076,191

有形固定資産等の減少 △ 2,233,233,067 2,233,233,067

貸付金・基金等の増加 738,133,910 △ 738,133,910

貸付金・基金等の減少 △ 504,151,409 504,151,409

資産評価差額 -

無償所管換等 △ 10,324,000

その他 - 89,413,000

本年度純資産変動額 △ 1,101,498,375 △ 355,276,160

本年度末純資産残高 52,876,912,447 △ 9,020,717,380

△ 1,535,863,535

【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

45,312,969,602

△ 6,913,874,297

5,378,010,762

4,145,376,146

1,232,634,616

-

△ 10,324,000

89,413,000

△ 1,456,774,535

43,856,195,067



（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

58,306,375

【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

4,725,891,373
2,252,951,962
1,229,980,701

957,577,310

67,954,000

7,087,576
2,472,939,411
1,386,047,010

643,255,638
433,377,917
10,258,846

4,996,342,209
4,142,984,585

638,773,616
88,093,241

126,490,767

776,687,099

67,954,000
-

298,284,000
500,780,836

1,558,428,965
934,003,191
541,515,774

200,000
82,710,000

-

1,042,300,000

295,577,000
407,805,000
68,290,000
5,015,099

-
△ 781,741,866

702,439,690
702,439,690

-
1,042,300,000

194,750,127

-
339,860,310

本年度資金収支額 58,899,280
前年度末資金残高 110,450,530
本年度末資金残高 169,349,810

40,668,674
△ 15,268,357

25,400,317


