
（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

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

△7,751,604

純資産合計 19,718,234,795

資産合計 負債及び純資産合計 33,295,909,517

1,051,471,710

-

-

679,952,450

-

33,295,909,517

989,673,401

103,828,671

12,438,870

1,051,471,710

1,397,984,320

-

2,829,613,498

△19,591,148

27,494,386

1,719,555,756

321,571,436

2,134,367,621

194,559,000

-

194,559,000

-

212,349,627

14,701,738

14,671,438

30,300

-

3,481,289,972

△2,575,269,364

△16,513,346,848

-

-

3,055,591,273

△1,163,416,546

28,594,631,248

27,424,400 31,530,206,599

14,268,191,310 △11,811,971,804

294,732,183 -

- 335,933,855

- 負債合計 13,577,674,722

-

- -

- 50,435,996

- 28,867,503

△1,386,477,951 166,780,342

- -

- 68,111

21,518,403,389 947,387,033

△13,287,900,481 1,584,803,969

1,857,082,441 1,002,718,162

13,143,014,742 25,797,900

4,397,817,144 1,071,141,000

16,665,800 -

30,466,296,019 11,992,870,753

28,317,226,660 9,948,544,820

【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



（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 8,972,377,444

20,468,159

100,414

-

-

73,672,577

70,420,753

3,251,824

20,568,573

487,011,937

149,486,493

10,262,286

327,263,158

5,155,343,172

4,322,044,853

829,860,649

3,437,670

901,393,451

671,678,247

229,715,204

9,025,481,448

12,646,042

9,926,874,899

4,771,531,727

1,021,889,175

875,254,731

50,435,996

16,156,000

80,042,448

3,262,630,615

1,494,150,769

142,937,495

1,612,896,309

【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 32,367,916,508 △12,059,498,359 -

純行政コスト（△） △8,972,377,444 -

財源 8,381,681,089 -

税収等 5,972,023,272 -

国県等補助金 2,409,657,817 -

本年度差額 △590,696,355 -

固定資産等の変動（内部変動） △837,611,857 837,611,857

有形固定資産等の増加 806,165,861 △806,165,861

有形固定資産等の減少 △1,721,980,381 1,721,980,381

貸付金・基金等の増加 288,084,540 △288,084,540

貸付金・基金等の減少 △209,881,877 209,881,877

資産評価差額 △110,400

無償所管換等 12,348

他団体出資等分の増加 -

他団体出資等分の減少 -

その他 - 611,053

本年度純資産変動額 △837,709,909 247,526,555 -

本年度末純資産残高 31,530,206,599 △11,811,971,804 -

【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

△110,400

20,308,418,149

△8,972,377,444

8,381,681,089

5,972,023,272

2,409,657,817

△590,696,355

12,348

611,053

△590,183,354

19,718,234,795

-

-



（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

前年度末資金残高 756,391,308
本年度末資金残高 960,805,898

971,339,634
40,263,855
749,744,106
760,390,000
△10,645,894

本年度資金収支額 204,414,590
△261,859,383

1,011,603,489

189,431,356
-

6,408,000
-

495,149,867
173,350,312
81,993,867
17,335,837
179,355,495
43,114,356

△525,165,645

824,476,156

9,237,913,223
5,945,582,213
2,225,421,392
677,129,916
389,779,702
20,468,159
20,468,159

-
13,328,503

1,020,315,512

991,439,618

149,486,493
286,505,019
5,155,343,172
4,322,044,853
829,860,649

989,673,401
28,867,503

△76,081,004
104,948,507

【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

3,437,670

8,239,333,949
3,083,990,777
1,013,760,245
1,634,239,020


