
(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

15,638,439,784 41,327,000

3,723,629,808 254,881,000

5,741,954,336 -

33,599,520,764 4,539,658,204

24,398,803,162 4,239,973,514

- -

- -

- -

12,745,217,146 3,476,690

△ 7,640,144,706 629,130,766

637,200 564,755,000

- 3,643,556

- 負債合計 5,168,788,970

-

- -

- 29,276,763

- 31,455,447

232,277,921

△ 173,555,862

19,732,559,467

1,067,146,000 36,186,588,382

8,563,454,122 △ 4,430,776,656

225,751,842

190,081,000

862,361,240

△ 665,451,984

△ 11,643,660,246

-

-

9,148,032,224

185,514,500

19,608,000

52,685,378

52,685,378

-

8,875,283,626

-

8,875,283,626

-

66,895,500

99,011,000

-

5,827,481

81,408,000

8,421,000

2,578,646,618

829,556,507

△ 1,383

3,325,079,932

736,439,984

1,572,639

△ 309 純資産合計 31,755,811,726

資産合計 36,924,600,696 負債及び純資産合計 36,924,600,696

1,749,090,111

-

-



(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

4,077,924,637

2,544,749,005

523,041,036

441,686,033

29,276,763

840,039,171

52,078,240

1,974,808,535

875,276,659

312,400,341

787,131,535

-

46,899,434

31,970,822

-

14,928,612

1,533,175,632

-

196,632,504

494,727,447

1,776,510

319,050,142

88,841,128

230,209,014

△ 3,758,874,495

355,890,944

256,383,011

97,980,586

-

1,527,347

568,382

568,382

-

△ 4,114,197,057



(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 35,383,948,729 △ 4,088,563,309

純行政コスト（△） △ 4,114,197,057

財源 4,510,784,661

税収等 3,336,895,872

国県等補助金 1,173,888,789

本年度差額 396,587,604

固定資産等の変動（内部変動） 737,826,951 △ 737,826,951

有形固定資産等の増加 2,150,622,954 △ 2,150,622,954

有形固定資産等の減少 △ 1,222,466,829 1,222,466,829

貸付金・基金等の増加 581,716,833 △ 581,716,833

貸付金・基金等の減少 △ 772,046,007 772,046,007

資産評価差額 6,885,600

無償所管換等 57,927,102

その他 - △ 974,000

本年度純資産変動額 802,639,653 △ 342,213,347

本年度末純資産残高 36,186,588,382 △ 4,430,776,656

396,587,604

【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

31,295,385,420

△ 4,114,197,057

4,510,784,661

3,336,895,872

1,173,888,789

6,885,600

57,927,102

△ 974,000

460,426,306

31,755,811,726



（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

31,970,822

【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

3,288,389,976

1,755,214,344

520,241,910

1,200,462,585

256,383,011

2,539,027

1,533,175,632

840,039,171

196,632,504

494,727,447

1,776,510

4,267,724,052

3,336,381,105

619,851,789

88,818,608

222,672,550

1,320,282,424

256,383,011

-

-

722,951,065

2,519,490,132

1,955,379,038

538,721,094

130,000

25,260,000

-

1,601,386,000

554,037,000

749,844,850

10,056,000

6,344,574

-

△ 1,199,207,708

780,441,888

768,769,486

11,672,402

1,601,386,000

736,439,984

-

820,944,112

本年度資金収支額 344,687,469

前年度末資金残高 360,297,068

本年度末資金残高 704,984,537

38,902,497

△ 7,447,050
31,455,447


