
（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 - 純資産合計 145,165,141,847

資産合計 171,968,109,862 負債及び純資産合計 171,968,109,862

3,606,925,371

441,510

39,774,000

△ 11,616,956

13,800,000

7,332,418,571

3,725,493,200

△ 23,463,174

9,259,216,026

1,671,184,777

213,214,124

4,865,692,827

-

4,865,692,827

-

305,429,115

-

-

232,442,519

12,563,000

5,527,916,622

440,681,450

135,252,335

160,731,622

160,571,022

160,600

211,339,600

1,371,958,795

△ 1,043,804,758

△ 43,242,200,844

-

-

389,766,804

△ 150,865,658

155,227,175,099

1,520,059,400 170,055,112,407

114,792,676,561 △ 24,889,970,560

2,357,461,560 -

- 381,135,353

- 負債合計 26,802,968,015

-

- -

- 161,485,745

- 184,076,805

△ 431,879,503 75,187,446

- -

- -

35,726,483,967 2,846,722,576

△ 13,091,127,509 2,906,486,951

738,353,790 2,104,601,602

17,437,524,849 934,616,544

- -

162,708,893,836 23,896,481,064

157,020,245,592 20,115,141,944

【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

41,899,414,994 -



（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

-

342,242,795

△ 25,183,402,513

38,968,615

4,221,532

11,249,281

-

23,497,802

342,242,795

△ 25,486,676,693

425,246,388

258,456,214

19,579,055

147,211,119

15,874,697,569

12,136,449,672

3,267,693,183

470,554,714

2,074,780,297

1,172,427,392

902,352,905

69,915,594

27,561,456,990

11,686,759,421

2,925,075,643

2,508,492,219

165,643,745

-

250,939,679

8,336,437,390

2,995,636,352

1,337,386,694

3,933,498,750

【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



（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 169,513,661,485 △ 24,018,734,165 -

純行政コスト（△） △ 25,183,402,513

財源 24,829,007,362 -

税収等 15,335,831,811

国県等補助金 9,493,175,551

本年度差額 △ 354,395,151 -

固定資産等の変動（内部変動） 514,292,603 △ 514,292,603

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 △ 3,971,630,632 3,971,630,632

貸付金・基金等の増加 2,230,793,375 △ 2,230,793,375

貸付金・基金等の減少 △ 1,591,476,827 1,591,476,827

資産評価差額 59,451,413

無償所管換等 △ 32,293,094

他団体出資等分の増加 -

他団体出資等分の減少 -

その他 - △ 2,548,641

本年度純資産変動額 541,450,922 △ 871,236,395 -

本年度末純資産残高 170,055,112,407 △ 24,889,970,560 -145,165,141,847

△ 32,293,094

-

-

△ 2,548,641

△ 329,785,473

59,451,413

145,494,927,320

△ 25,183,402,513

24,829,007,362

15,335,831,811

9,493,175,551

△ 354,395,151

【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



（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

183,508,956

567,849

184,076,805

1,671,184,777

1,425,448,862

本年度資金収支額 △ 97,180,608
前年度末資金残高 1,584,288,580

本年度末資金残高 1,487,107,972

363,767,026

1,415,341,000

13,800,000

-

955,724

△ 3,524,083,724

2,058,118,164

2,058,118,164

-

3,483,567,026

3,119,800,000

1,044,675,242

11,805,388

-

2,001,454,254

5,998,855,690

3,962,265,909

2,022,789,781

-

13,800,000

-

2,474,771,966

4,221,532

140,458,060

15,874,697,569

12,136,449,672

3,267,693,183

470,554,714

25,617,118,541

15,198,474,176

8,506,504,013

1,149,859,513

762,280,839

16,026,920

258,456,214

【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

23,599,637,367

7,724,939,798

2,916,329,792

4,409,695,732


