
（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 - 純資産合計 16,811,866,936

資産合計 25,667,029,939 負債及び純資産合計 25,667,029,939

2,357,027
16,633,000

-
△ 8,909,263

-
1,258,834,027
1,256,477,000

△ 9,067,742
1,900,046,992

479,329,227
154,160,001

1,962,804,179
-

1,962,804,179
-

58,012,737
2,000,000

-
196,580,524
27,408,842

2,248,074,124
70,348,321
10,335,584

1,946,800
1,946,800

-

184,590,000
1,523,300,789

△ 1,027,274,771

△ 10,447,941,065
-
-

1,514,209,420
△ 904,087,385
23,376,911,931

- 25,025,816,974
14,342,925,648 △ 8,213,950,038

619,242,747 -

- 75,289,000
- 負債合計 8,855,163,003
-

- -
- 88,996,013
- 18,152,002

△ 15,552 60,590,000
- -
- -

11,116,460,792 558,714,000
△ 6,014,543,834 943,984,784

1,819,011 700,957,769

1,191,540,632 603,888,281
382,749,308 -

23,766,982,947 7,911,178,219
21,516,962,023 6,748,575,938

【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

6,678,010,357 -



（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

-

5,450,100

△ 7,704,589,018

56,554,614

16,448,910

12,604,882

-

27,500,822

5,450,100

△ 7,653,484,504

154,789,834

98,065,180

2,274,267

54,450,387

4,540,729,358

4,025,202,384

513,213,209

2,313,765

1,096,454,126

795,187,029

301,267,097

-

8,749,938,630

4,209,209,272

1,400,212,572

1,164,092,007

88,996,013

16,535,815

130,588,737

2,654,206,866

1,777,389,734

112,792,135

764,024,997

【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 24,889,861,918 △ 8,174,154,104 -

純行政コスト（△） △ 7,704,589,018

財源 7,789,987,020 -

税収等 5,731,935,359

国県等補助金 2,058,051,661

本年度差額 85,398,002 -

固定資産等の変動（内部変動） 126,165,913 △ 126,165,913

有形固定資産等の増加 871,097,188 △ 871,097,188

有形固定資産等の減少 △ 929,500,927 929,500,927

貸付金・基金等の増加 555,781,913 △ 555,781,913

貸付金・基金等の減少 △ 371,212,261 371,212,261

資産評価差額 △ 2,307,050

無償所管換等 12,096,193

他団体出資等分の増加 -

他団体出資等分の減少 -

その他 - 971,977

本年度純資産変動額 135,955,056 △ 39,795,934 -

本年度末純資産残高 25,025,816,974 △ 8,213,950,038 -16,811,866,936

12,096,193

-

-

971,977

96,159,122

△ 2,307,050

16,715,707,814

△ 7,704,589,018

7,789,987,020

5,731,935,359

2,058,051,661

85,398,002

【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



（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

20,715,493
△ 2,563,491

18,152,002
479,329,227

△ 13,371,534
本年度資金収支額 △ 84,348,114
前年度末資金残高 545,525,339
本年度末資金残高 461,177,225

20,697,000

150,442,900
87,622,023
34,283,000

-
△ 385,177,822

718,209,534
677,913,534
40,296,000

704,838,000
684,141,000

463,038,000

21,343,000
196,144,000
314,201,242

1,120,563,745
695,759,090
332,282,954

5,521,701
87,000,000

-
735,385,923

16,448,910

56,726,864
4,540,729,358
4,025,202,384

513,213,209
2,313,765

8,183,199,560
5,725,690,037
1,404,306,661

794,611,629
258,591,233
37,791,910

98,065,180

【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

8,027,350,408
3,486,621,050
1,380,142,077
1,951,686,929


