
（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

10,186,719,671 5,851,844
3,355,231,503 1,331,552,904

512,797,100 2,421,000

51,341,621,030 9,406,527,134
49,605,258,790 7,918,045,386

△ 392,929,984 45,886,000
- 277,156
- -

14,180,140,000 148,656,000
△ 7,985,613,828 953,611,025

462,452,880 796,870,118

- 2,462,000
- 負債合計 10,360,138,159
-

- -
- 82,715,434
- 25,400,317

44,006,000
△ 25,610,000

113,235,815,179

54,642,000 53,946,515,030
39,102,622,127 △ 9,996,839,740

740,959,443 -

3,000,000
1,075,674,267

△ 759,757,275

△ 74,895,548,495
-
-

1,736,362,240
146,983,000

-

-
-
-

1,389,622,498
-

1,389,622,498
-

146,983,000
-
-

114,556,563
96,394,000

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

683,670,000

△ 11,193,821
2,968,192,419

318,046,449
47,673,139

- 純資産合計 43,949,675,290

資産合計 54,309,813,449 負債及び純資産合計 54,309,813,449

1,838,514,000
2,026,000

-
△ 4,447,169



（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

-

9,649,843,774

5,086,117,546

1,440,319,880

1,145,277,785

82,715,434

116,721,000

95,605,661

3,545,521,099

1,012,806,654

257,885,613

2,274,828,832

△ 9,123,699,175

100,276,567

69,749,955

18,782,428

11,744,184

4,563,726,228

3,910,068,544

643,385,638

10,272,046

526,144,599

261,811,365

264,333,234

-

77,000

△ 9,197,901,768

74,279,593

67,954,000

4,715,936

△ 627,000

2,236,657

77,000



（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 55,049,683,888 △ 9,593,140,390 -

純行政コスト（△） △ 9,197,901,768

財源 7,611,944,560 -

税収等 5,332,821,558

国県等補助金 2,279,123,002

本年度差額 △ 1,585,957,208 -

固定資産等の変動（内部変動） △ 1,092,844,858 1,092,844,858

有形固定資産等の増加 933,226,191 △ 933,226,191

有形固定資産等の減少 △ 2,285,989,067 2,285,989,067

貸付金・基金等の増加 840,940,241 △ 840,940,241

貸付金・基金等の減少 △ 581,022,223 581,022,223

資産評価差額 -

無償所管換等 △ 10,324,000

他団体出資等分の増加 -

他団体出資等分の減少 -

その他 - 89,413,000

本年度純資産変動額 △ 1,103,168,858 △ 403,699,350 -

本年度末純資産残高 53,946,515,030 △ 9,996,839,740 -

【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

-

45,456,543,498

△ 9,197,901,768

7,611,944,560

5,332,821,558

2,279,123,002

△ 1,585,957,208

△ 10,324,000

-

-

89,413,000

△ 1,506,868,208

43,949,675,290



（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

69,749,955

【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

7,283,412,349
2,719,686,121
1,327,149,612
1,287,026,311

67,954,000

35,760,243
4,563,726,228
3,910,068,544

643,385,638
10,272,046

7,461,011,939
5,328,084,639
1,609,401,002

259,976,054
263,550,244
68,224,000

371,438,000

270,000
298,361,000
407,736,590

1,621,804,330
959,210,191
579,684,139

200,000
82,710,000

-
890,778,099

-

446,035,000
68,290,000
5,015,099

-
△ 731,026,231

767,010,496
759,886,496

7,124,000
1,137,100,000
1,137,100,000

本年度資金収支額 46,799,863
前年度末資金残高 245,846,269
本年度末資金残高 292,646,132

40,668,674
△ 15,268,357

25,400,317
318,046,449

370,089,504


