
(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 △ 5,043,503 純資産合計 55,470,504,201

資産合計 92,185,732,126 負債及び純資産合計 92,185,732,126

433,400,000
-
-

-
3,236,255,000
2,802,855,000

△ 14,332,980
4,744,070,538
1,399,052,235

113,806,806

4,070,064,000
-

4,070,064,000
-

68,270,300
35,300,000

-
327,693,884
459,563,845

4,947,091,489
104,102,740

532,440

54,194,360
51,455,160
2,739,200

-
1,995,580,200

△ 1,432,394,884

△ 41,061,291,101
-
-

440,427,852
△ 250,888,947
68,793,748,641

- 90,677,916,588
30,769,951,764 △ 35,207,412,387
2,847,955,319

- 65,045,880
- 負債合計 36,715,227,925
-

- -
- 266,846,853
- 248,587,908

△ 476,539,219 139,868,000
- -
- -

49,647,659,397 162,779,600
△ 31,289,543,834 4,152,216,565

1,126,770,910 3,431,867,924

27,505,157,550 3,157,995,000
4,593,733,855 -

87,441,661,588 32,563,011,360
82,440,375,739 28,401,581,760

【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

51,107,238,659 840,655,000



(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

4,921,423

-

-

-

△ 23,754,849,077

-

7,838,593,141

2,011,493,296

180,835,667

2,092,021,507

620,192,020

1,471,829,487

△ 23,368,043,251

386,805,826

379,929,603

1,954,800

-

3,248,281,911

773,645,842

6,517,895,506

4,008,798,424

106,621,359

2,397,074,332

5,401,391

462,018,005

314,493,205

12,583,127

134,941,673

13,279,204,015

-

【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

25,460,064,758

12,180,860,743

5,200,947,232

4,160,454,537

266,846,853



(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 86,422,860,667 △ 36,595,675,290

純行政コスト（△） △ 23,754,849,077

財源 25,323,595,038

税収等 17,225,787,959

国県等補助金 8,097,807,079

本年度差額 1,568,745,961

固定資産等の変動（内部変動） 180,483,058 △ 180,483,058

有形固定資産等の増加 2,647,111,893 △ 2,647,111,893

有形固定資産等の減少 △ 2,396,766,352 2,396,766,352

貸付金・基金等の増加 1,158,075,815 △ 1,158,075,815

貸付金・基金等の減少 △ 1,227,938,298 1,227,938,298

資産評価差額 93,960

無償所管換等 4,074,478,903

その他 - -

本年度純資産変動額 4,255,055,921 1,388,262,903

本年度末純資産残高 90,677,916,588 △ 35,207,412,387

4,074,478,903

-

5,643,318,824

55,470,504,201

93,960

1,568,745,961

【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

49,827,185,377

△ 23,754,849,077

25,323,595,038

17,225,787,959

8,097,807,079



（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 1,399,052,235

-
△ 539,081,327

本年度資金収支額 △ 302,146,203
前年度末資金残高 1,452,610,530
本年度末資金残高 1,150,464,327

241,380,760
7,207,148

248,587,908

2,944,300,000

1,172,817,000
1,047,437,000

-
-
-

△ 1,597,703,833

3,483,381,327
3,417,994,167

65,387,160
2,944,300,000

2,220,254,000

379,929,603
-

1,057,375,000
1,834,638,957

3,817,957,833
2,787,381,833
1,030,526,000

50,000
-
-

379,929,603

112,129,866
13,279,204,015
3,248,281,911
7,838,593,141
2,011,493,296

180,835,667
24,215,103,006
17,264,486,105
5,867,615,079

619,399,589
463,602,233

314,493,205

【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

23,057,909,446
9,778,705,431
5,209,490,588
4,142,591,772


