
(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

41,899,414,994 -

17,437,524,849 908,649,000

- -

157,213,635,390 19,238,594,935

151,607,636,760 18,329,945,935

△ 431,879,503 -

- -

- -

35,726,483,967 -

△ 13,091,127,509 2,292,168,431

738,353,790 1,965,819,000

- -

- 負債合計 21,530,763,366

-

- -

- 156,236,089

- 170,113,342

330,822,862

△ 128,523,716

145,468,100,577

1,520,059,400 164,559,852,965

109,494,183,939 △ 20,181,365,346

2,106,156,788

198,539,600

608,979,146

△ 394,941,319

△ 38,480,912,172

-

-

5,445,427,608

440,681,450

135,252,335

160,571,022

160,571,022

-

4,854,709,536

-

4,854,709,536

-

305,429,115

-

-

149,449,334

12,563,000

13,800,000

7,332,417,575

3,725,492,204

△ 11,975,712

8,695,615,595

1,289,509,996

65,735,492

△ 5,847,468 純資産合計 144,378,487,619

資産合計 165,909,250,985 負債及び純資産合計 165,909,250,985

3,606,925,371

-

-



(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

20,340,308,065

10,450,556,329

2,734,402,212

2,385,076,096

156,236,089

5,121,174,781

193,090,027

7,425,619,444

2,453,805,645

1,292,469,139

3,674,295,530

5,049,130

290,534,673

218,312,881

12,244,142

59,977,650

9,889,751,736

-

3,267,693,183

1,372,612,653

128,271,119

1,144,950,330

300,687,980

844,262,350

△ 19,195,357,735

27,065,980

4,221,532

11,249,281

-

11,595,167

-

-

-

△ 19,222,423,715



(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 163,881,917,706 △ 19,121,999,850

純行政コスト（△） △ 19,222,423,715

財源 18,813,835,159

税収等 11,869,818,927

国県等補助金 6,944,016,232

本年度差額 △ 408,588,556

固定資産等の変動（内部変動） 650,776,940 △ 650,776,940

有形固定資産等の増加 3,846,606,687 △ 3,846,606,687

有形固定資産等の減少 △ 3,841,143,930 3,841,143,930

貸付金・基金等の増加 2,186,978,669 △ 2,186,978,669

貸付金・基金等の減少 △ 1,541,664,486 1,541,664,486

資産評価差額 59,451,413

無償所管換等 △ 32,293,094

その他 - -

本年度純資産変動額 677,935,259 △ 1,059,365,496

本年度末純資産残高 164,559,852,965 △ 20,181,365,346

△ 408,588,556

【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

144,759,917,856

△ 19,222,423,715

18,813,835,159

11,869,818,927

6,944,016,232

59,451,413

△ 32,293,094

-

△ 381,430,237

144,378,487,619



（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

218,312,881

【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

16,656,512,373

6,766,760,637

2,737,146,192

3,758,074,096

4,221,532

53,227,468

9,889,751,736

5,121,174,781

3,267,693,183

1,372,612,653

128,271,119

18,840,181,731

11,876,104,718

5,957,344,694

300,756,380

705,975,939

2,415,812,538

4,221,532

-

-

2,179,447,826

5,787,150,922

3,750,561,141

2,022,789,781

-

13,800,000

-

2,998,600,000

986,671,538

1,415,341,000

13,800,000

-

-

△ 3,371,338,384

1,923,481,645

1,923,481,645

-

2,998,600,000

1,289,509,996

-

1,075,118,355

本年度資金収支額 △ 116,772,203
前年度末資金残高 1,236,168,857

本年度末資金残高 1,119,396,654

170,296,634

△ 183,292
170,113,342


