
（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 53,056,500,663

資産合計 89,925,512,744 負債及び純資産合計 89,925,512,744

598,253,689
178,260

-
△ 8,743,409

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

△ 20,532,138
4,774,046,696
1,848,045,990
205,083,174

3,236,024,255
-

3,236,024,255
-

71,798,000
8,800,000

-
526,899,225
34,630,543

3,857,619,885
80,598,000

-

838,426,932
-

838,426,932

198,356,264
1,198,077,115

△ 672,637,843

△ 18,667,287,782
-
-

524,473,113
△ 180,468,884
62,331,802,612

19,497,712 87,880,948,729
50,141,308,029 △ 34,824,448,066
5,934,432,706 -

- 598,683
- 負債合計 36,869,012,081
-

- -
- 113,384,644
- 156,014,842

△ 142,941,180 169,928,915
- -
- -

20,932,791,547 12,156,116,232
△ 8,981,671,721 2,251,122,150

440,540,655 1,811,195,066

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

85,151,466,048 34,617,889,931
80,455,419,231 22,461,773,699

【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

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

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

-

2,136,298

△ 19,515,129,448

1,384,565,902

932,648,177

442,425,110

-

9,492,615

2,136,298

△ 18,132,699,844

849,148,652

318,420,034

24,511,247

506,217,371

11,124,513,823

8,839,871,029

2,204,200,308

80,442,486

1,252,490,139

869,850,537

382,639,602

194,380

19,385,189,983

8,260,676,160

2,127,069,167

1,694,604,174

113,384,644

-

319,080,349

5,284,458,341

3,257,108,072

39,869,205

1,987,286,684

【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 88,934,554,884 △ 35,563,654,343 -

純行政コスト（△） △ 19,515,129,448

財源 19,064,243,190 -

税収等 13,076,213,071

国県等補助金 5,988,030,119

本年度差額 △ 450,886,258 -

固定資産等の変動（内部変動） △ 909,110,535 909,110,535

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 △ 2,064,992,497 2,064,992,497

貸付金・基金等の増加 998,121,508 △ 998,121,508

貸付金・基金等の減少 △ 903,713,973 903,713,973

資産評価差額 △ 16,597,620

無償所管換等 -

他団体出資等分の増加 -

他団体出資等分の減少 -

その他 △ 127,898,000 280,982,000

本年度純資産変動額 △ 1,053,606,155 739,206,277 -

本年度末純資産残高 87,880,948,729 △ 34,824,448,066 -

-

-

-

153,084,000

△ 314,399,878

53,056,500,663

△ 16,597,620

53,370,900,541

△ 19,515,129,448

19,064,243,190

13,076,213,071

5,988,030,119

△ 450,886,258

【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

149,907,449
6,107,393

156,014,842
1,848,045,990

△ 86,873,263
本年度資金収支額 622,784,562
前年度末資金残高 1,069,246,586
本年度末資金残高 1,692,031,148

-

723,079,000
983,550

-
-

△ 809,812,707

1,549,473,263
1,549,473,263

-
1,462,600,000
1,462,600,000

444,011,000

-
1,197,254,000
1,519,470,532

1,977,886,257
1,312,830,197
532,814,060
127,898,000

4,344,000
-

1,168,073,550

932,648,177

495,737,478
11,124,513,823
8,839,871,029
2,204,200,308

80,442,486
18,743,408,086
13,075,271,548
4,474,663,119
869,579,737
323,893,682
932,648,177

318,420,034

【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

17,488,543,377
6,364,029,554
2,128,856,965
3,421,015,077


