
（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

【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

16,209,692,638 41,327,000

3,770,141,208 254,881,000

5,741,954,336 -

36,805,379,894 6,595,667,937

27,547,959,442 6,207,898,974

△ 1,008,432 24,945,886

- -

- -

13,642,726,098 91,560,963

△ 8,015,663,772 847,706,052

4,397,200 739,431,966

- 3,882,846

- 負債合計 7,443,373,989

-

- -

- 47,989,907

- 31,455,447

784,141,739

△ 425,678,337

23,359,500,364

1,067,146,000 39,555,790,902

10,910,634,774 △ 6,109,546,312

298,168,937 -

190,081,000

1,413,713,143

△ 986,081,113

△ 13,295,578,929

-

-

9,204,589,474

185,514,500

19,608,000

52,830,978

52,685,378

145,600

8,927,032,266

-

8,927,032,266

-

66,895,500

99,011,000

-

10,673,755

81,408,000

8,421,000

2,741,990,008

992,899,897

△ 39,047

4,084,238,685

1,256,551,220

74,473,848

- 純資産合計 33,446,244,590

資産合計 40,889,618,579 負債及び純資産合計 40,889,618,579

1,749,090,111

3,508,547

-

△ 705,938



（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

【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

-

5,485,217,100

3,436,077,372

911,694,422

830,151,919

29,276,763

-

52,265,740

2,414,770,902

1,135,449,993

314,731,398

964,589,511

△ 4,666,559,676

109,612,048

70,683,140

48,280

38,880,628

2,049,139,728

1,849,165,714

196,632,504

3,341,510

818,657,424

530,933,219

287,724,205

568,382

-

△ 5,022,029,962

356,038,668

256,383,011

97,980,586

-

1,675,071

568,382



（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 38,700,818,331 △ 5,773,462,232 -

純行政コスト（△） △ 5,022,029,962

財源 5,476,167,111 -

税収等 3,840,251,311

国県等補助金 1,635,915,800

本年度差額 454,137,149 -

固定資産等の変動（内部変動） 790,159,869 △ 790,159,869

有形固定資産等の増加 2,399,342,137 △ 2,399,342,137

有形固定資産等の減少 △ 1,399,726,805 1,399,726,805

貸付金・基金等の増加 614,116,181 △ 614,116,181

貸付金・基金等の減少 △ 823,571,644 823,571,644

資産評価差額 6,885,600

無償所管換等 57,927,102

他団体出資等分の増加 -

他団体出資等分の減少 -

その他 - △ 61,360

本年度純資産変動額 854,972,571 △ 336,084,080 -

本年度末純資産残高 39,555,790,902 △ 6,109,546,312 -

【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

6,885,600

32,927,356,099

△ 5,022,029,962

5,476,167,111

3,840,251,311

1,635,915,800

454,137,149

57,927,102

-

-

△ 61,360

518,888,491

33,446,244,590



（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

70,683,140

【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

4,526,413,287

2,469,036,455

908,895,296

1,464,527,571

256,383,011

24,930,448

2,057,376,832

1,849,165,714

196,632,504

11,578,614

5,621,104,765

3,799,913,050

1,007,987,800

530,910,699

282,293,216

256,383,011

627,928,000

-

26,830,000

865,138,467

2,799,035,799

2,204,075,221

569,570,578

130,000

25,260,000

-

1,418,462,787

26,830,000

774,134,213

10,056,000

6,344,574

-

△ 1,380,573,012

936,267,738

924,595,336

11,672,402

1,800,916,000

1,774,086,000

本年度資金収支額 349,213,717

前年度末資金残高 875,882,056

本年度末資金残高 1,225,095,773

38,902,497

△ 7,447,050
31,455,447

1,256,551,220

864,648,262


