
（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

21,095,203,850 6,744,872,245
19,845,133,956 5,725,899,345

【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

21,375,440,439 -
△13,255,019,004 750,483,775
1,857,082,441 636,204,497

13,032,933,269 25,797,900
4,397,817,144 993,175,000
16,665,800 -

- -
- 41,281,362
- 28,867,503

△1,386,477,951 8,898,117
- -
- -

27,424,400 22,159,114,430
6,617,588,273 △7,297,622,068
59,034,426

- 35,232,296
- 負債合計 7,495,356,020
-

△8,082,212,018
-
-

2,400
△2,202

14,640,765,667

8,500,560
8,500,560

-

-
978,404,406

△783,791,992

-

27,494,386
909,437,871
321,571,436

1,241,569,334
193,159,000

-
193,159,000

-

124,929,075

177,520,526
20,222,913
12,438,870

1,051,471,710

587,866,435
-

1,261,644,532
△13,450,998

-

純資産合計 14,861,492,362

資産合計 負債及び純資産合計 22,356,848,382

1,051,471,710
-
-

△9,487

22,356,848,382



（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

5,261,392,747

-

【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

11,597,385

5,505,503,026

3,140,408,833

878,684,492

757,112,932

41,281,362

3,030,000

77,260,198

2,172,031,778

1,221,835,955

97,346,405

841,252,033

115,376,559

89,692,563

58,827,329

4,122,136

26,743,098

2,365,094,193

701,191,922

827,359,479

834,883,522

1,659,270

244,110,279

128,733,720

67,649,990

67,649,990

5,214,311,330

20,568,573

20,468,159

100,414

-

-

-



(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 22,544,363,807 △7,492,663,719

純行政コスト（△） △5,214,311,330

財源 5,024,201,656

税収等 3,837,605,455

国県等補助金 1,186,596,201

本年度差額 △190,109,674

固定資産等の変動（内部変動） △385,151,325 385,151,325

有形固定資産等の増加 474,736,463 △474,736,463

有形固定資産等の減少 △882,106,175 882,106,175

貸付金・基金等の増加 122,309,445 △122,309,445

貸付金・基金等の減少 △100,091,058 100,091,058

資産評価差額 △110,400

無償所管換等 12,348

その他 - -

本年度純資産変動額 △385,249,377 195,041,651

本年度末純資産残高 22,159,114,430 △7,297,622,068

△190,109,674

【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

15,051,700,088

△5,214,311,330

5,024,201,656

3,837,605,455

1,186,596,201

12,348

-

△190,207,726

14,861,492,362

△110,400



（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

【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

1,659,270

4,654,161,331
2,289,067,138
883,529,507
1,319,967,204
58,827,329
26,743,098

2,365,094,193
701,191,922
827,359,479
834,883,522

494,596,530

5,146,714,658
3,845,771,566
1,055,820,611
128,895,420
116,227,061
20,468,159
20,468,159

-
10,076,679

574,730,416

482,161,847

本年度資金収支額 54,729,411
△131,400,803

657,423,099

73,725,886
-

6,408,000
-

278,698,783
120,733,312
32,225,916
17,335,837
108,403,718

-
△296,031,633

617,159,244
40,263,855
526,022,296
490,790,000
35,232,296

177,520,526
28,867,503

△76,081,004
104,948,507

前年度末資金残高 93,923,612
本年度末資金残高 148,653,023


