
(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

62,820,543,484 -
16,146,691,292 6,258,517,000

- -

126,188,454,954 38,098,981,753
119,503,312,999 31,840,464,753

△ 2,115,054,355 -
- -
- -

82,215,924,106 -
△ 41,364,766,814 3,463,355,775

3,038,322,966 2,854,459,783

- -
6,367,655,400 負債合計 41,562,337,528

△ 1,565,235,951

- -
- 450,672,925
- 158,223,067

988,652,310
△ 600,256,208

102,108,959,766

97,006,840 142,224,177,637
56,140,254,581 △ 39,627,826,170
2,598,807,302

149,829,520
2,932,516,661

△ 2,390,001,727

△ 49,726,466,745
1,622,706,504

△ 1,001,977,868

6,685,141,955
748,929,479

3,225,500

-
-
-

4,870,120,073
-

4,870,120,073
-

262,903,979
482,800,000

-
1,053,609,493

51,762,000

9,467,000
16,026,255,683
12,428,147,446

△ 39,279,090
17,970,234,041
1,782,927,891

159,718,524

△ 8,135,057 純資産合計 102,596,351,467

資産合計 144,158,688,995 負債及び純資産合計 144,158,688,995

3,598,108,237
-
-



(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

-

【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

30,336,181,036

18,446,286,743

7,257,304,819

6,274,035,607

450,672,925

3,553,347,910

532,596,287

10,653,352,111

6,063,464,238

244,667,085

4,345,220,788

-

535,629,813

334,754,272

27,435

200,848,106

11,889,894,293

-

5,763,203,596

2,388,581,272

184,761,515

1,431,129,632

462,620,578

968,509,054

△ 28,905,051,404

55,138,877

14,684,000

38,230,628

-

2,224,249

3,272

-

3,272

△ 28,960,187,009



(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 143,684,595,133 △ 39,398,031,619

純行政コスト（△） △ 28,960,187,009

財源 26,640,564,269

税収等 19,843,925,815

国県等補助金 6,796,638,454

本年度差額 △ 2,319,622,740

固定資産等の変動（内部変動） △ 2,089,828,189 2,089,828,189

有形固定資産等の増加 6,946,325,993 △ 6,946,325,993

有形固定資産等の減少 △ 5,469,771,669 5,469,771,669

貸付金・基金等の増加 1,287,054,658 △ 1,287,054,658

貸付金・基金等の減少 △ 4,853,437,171 4,853,437,171

資産評価差額 10,710,766

無償所管換等 618,699,927

その他 - -

本年度純資産変動額 △ 1,460,417,496 △ 229,794,551

本年度末純資産残高 142,224,177,637 △ 39,627,826,170

△ 2,319,622,740

【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

104,286,563,514

△ 28,960,187,009

26,640,564,269

19,843,925,815

6,796,638,454

10,710,766

618,699,927

-

△ 1,690,212,047

102,596,351,467



（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

334,754,272

【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

26,007,331,028
14,116,106,221
7,245,351,136
6,354,763,164

14,684,000

181,237,649
11,891,224,807
3,553,347,910
5,763,203,596
2,388,581,272

186,092,029
26,791,091,674
19,847,150,203
5,799,631,454

462,620,578
681,689,439

5,320,641,110

14,684,000
-

301,177,000
1,070,253,646

6,798,527,494
5,849,406,158

348,681,336
-

600,440,000
-

3,745,100,000

695,830,000
4,022,229,677

596,870,397
5,711,036

-
△ 1,477,886,384

2,816,511,968
2,816,511,968

-
3,745,100,000

1,782,927,891

-
928,588,032

本年度資金収支額 520,955,294
前年度末資金残高 1,103,749,530
本年度末資金残高 1,624,704,824

160,393,500
△ 2,170,433
158,223,067


