
(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 △ 2,220,409 純資産合計 48,848,235,074

資産合計 65,278,464,758 負債及び純資産合計 65,278,464,758

598,253,689
-
-

957
2,729,481,724
2,131,228,035

△ 9,100,818
4,062,100,904
1,282,393,865
52,444,767

2,958,528,753
-

2,958,528,753
-

71,798,000
136,698,000

-
234,693,876
34,630,543

3,427,248,354
208,496,000

-

-
-
-

73,643,900
414,331,771

△ 352,402,427

△ 15,898,435,147
-
-

379,134,552
△ 135,659,851
39,278,440,145

19,497,712 63,945,846,535
27,938,514,226 △ 15,097,611,461
4,241,390,627

- -
- 負債合計 16,430,229,684
-

- -
- 110,249,769
- 142,470,202

△ 142,941,180 -
- -
- -

20,932,791,547 -
△ 8,981,671,721 1,463,446,689
440,540,655 1,210,726,718

17,163,964,917 -
356,490,000 -

61,216,363,854 14,966,782,995
57,789,115,500 14,966,782,995

【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

29,788,671,930 -



(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

-

187,878

-

187,878

△ 13,576,954,025

-

2,201,794,306

726,776,220

80,442,486

372,733,067

166,061,546

206,671,521

△ 12,202,068,616

1,375,073,287

932,648,177

442,425,110

-

2,769,037,220

304,436,265

4,490,815,167

3,160,538,019

27,169,912

1,302,912,856

194,380

219,828,019

138,897,295

9,681,238

71,249,486

5,778,050,232

-

【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

12,574,801,683

6,796,751,451

2,086,108,265

1,671,422,231

110,249,769



(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 64,577,197,210 △ 15,255,802,886

純行政コスト（△） △ 13,576,954,025

財源 12,967,308,395

税収等 8,748,469,644

国県等補助金 4,218,838,751

本年度差額 △ 609,645,630

固定資産等の変動（内部変動） △ 614,753,055 614,753,055

有形固定資産等の増加 1,061,474,427 △ 1,061,474,427

有形固定資産等の減少 △ 1,777,423,070 1,777,423,070

貸付金・基金等の増加 894,715,967 △ 894,715,967

貸付金・基金等の減少 △ 793,520,379 793,520,379

資産評価差額 △ 16,597,620

無償所管換等 -

その他 - 153,084,000

本年度純資産変動額 △ 631,350,675 158,191,425

本年度末純資産残高 63,945,846,535 △ 15,097,611,461

-

153,084,000

△ 473,159,250

48,848,235,074

△ 16,597,620

△ 609,645,630

【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

49,321,394,324

△ 13,576,954,025

12,967,308,395

8,748,469,644

4,218,838,751



（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 1,282,393,865

-
184,849,283

本年度資金収支額 352,136,664
前年度末資金残高 787,786,999
本年度末資金残高 1,139,923,663

137,780,289
4,689,913

142,470,202

1,462,600,000

444,011,000
708,207,000
983,550

-
-

△ 541,152,405

1,277,750,717
1,277,750,717

-
1,462,600,000

1,153,201,550

932,648,177
-

1,068,168,000
708,439,786

1,694,353,955
1,029,389,323
532,722,632
127,898,000
4,344,000

-

932,648,177

60,769,593
5,778,050,232
2,769,037,220
2,201,794,306
726,776,220
80,442,486

11,836,773,225
8,758,758,762
2,706,659,751
165,790,746
205,563,966

138,897,295

【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

11,263,853,262
5,485,803,030
2,087,753,938
3,198,382,204


