
（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

62,852,256,012 -
16,160,346,020 6,281,453,000

- -

141,447,013,595 48,966,858,114
134,984,593,202 39,452,728,048

△ 2,115,054,355 118,623,838
- -
- 7,057,343

82,284,422,106 3,232,677,066
△ 41,415,207,014 4,195,007,931

3,038,322,966 3,425,403,979

- 16,424,486
6,367,655,400 負債合計 53,161,866,045

△ 1,565,235,951

- -
- 469,275,218
- 158,223,067

3,040,001,607
△ 1,848,979,649
125,568,272,192

97,006,840 157,531,379,388
71,086,149,372 △ 49,429,502,916
2,999,483,624 -

235,852,495
5,755,810,684

△ 4,709,622,866

△ 59,594,724,493
1,688,221,464

△ 1,001,977,868

6,461,956,437
271,129,479

3,225,500

463,956
109,956
354,000

4,934,614,269
-

4,934,614,269
-

262,903,979
5,000,000

-
1,265,480,073

51,762,000

9,467,000
16,074,898,793
12,476,790,556

△ 61,029,384
19,816,728,922
3,224,372,505

503,893,662

- 純資産合計 108,101,876,472

資産合計 161,263,742,517 負債及び純資産合計 161,263,742,517

3,598,108,237
35,696,932

-
△ 31,599,970



（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

12,229,843

47,261,684,837

20,574,765,172

7,603,349,281

6,572,314,348

469,275,218

1,524,000

560,235,715

12,078,715,543

6,777,841,127

320,602,125

4,968,042,448

△ 42,354,613,034

892,700,348

534,481,092

8,109,080

350,110,176

26,686,919,665

20,738,710,554

5,763,203,596

185,005,515

4,907,071,803

1,662,824,385

3,244,247,418

-

3,770,437

△ 42,417,298,314

66,455,717

14,684,000

38,230,628

-

13,541,089

3,770,437



（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 159,360,825,411 △ 49,938,945,229 -

純行政コスト（△） △ 42,417,298,314

財源 40,458,562,438 -

税収等 28,036,709,001

国県等補助金 12,421,853,437

本年度差額 △ 1,958,735,876 -

固定資産等の変動（内部変動） △ 2,458,856,716 2,458,856,716

有形固定資産等の増加 7,141,937,955 △ 7,141,937,955

有形固定資産等の減少 △ 6,077,725,215 6,077,725,215

貸付金・基金等の増加 1,460,540,985 △ 1,460,540,985

貸付金・基金等の減少 △ 4,983,610,441 4,983,610,441

資産評価差額 10,710,766

無償所管換等 618,699,927

他団体出資等分の増加 -

他団体出資等分の減少 -

その他 - 9,321,473

本年度純資産変動額 △ 1,829,446,023 509,442,313 -

本年度末純資産残高 157,531,379,388 △ 49,429,502,916 -

【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

10,710,766

109,421,880,182

△ 42,417,298,314

40,458,562,438

28,036,709,001

12,421,853,437

△ 1,958,735,876

618,699,927

-

-

9,321,473

△ 1,320,003,710

108,101,876,472



（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

534,481,092

【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

42,316,756,782
15,628,506,603
7,594,004,417
7,157,834,458

14,684,000

342,186,636
26,688,250,179
20,738,710,554
5,763,203,596

186,336,029
43,911,454,519
27,896,449,514
11,424,846,437
1,662,432,950
2,927,725,618

23,035,840

718,437,000

8,351,840
301,177,000

1,872,838,897

7,025,984,804
6,050,431,958

375,112,846
-

600,440,000
-

5,368,236,110

-

4,029,330,677
596,870,397

5,711,036
17,887,000

△ 1,657,748,694

3,372,494,694
3,372,494,694

-
3,829,800,000
3,829,800,000

本年度資金収支額 672,395,509
前年度末資金残高 2,393,753,929
本年度末資金残高 3,066,149,438

160,393,500
△ 2,170,433
158,223,067

3,224,372,505

457,305,306


