
①　一般会計等財務書類



(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 △ 1,001,228 純資産合計 47,246,573,480

資産合計 61,310,438,367 負債及び純資産合計 61,310,438,367

21,511,570
-
-

552,827
3,463,661,631
3,442,150,061

△ 2,276,149
3,998,077,809

519,066,618
15,797,961

2,375,316,851
-

2,375,316,851
-

58,837,000
7,650,000

-
91,396,598
3,672,451

2,534,596,751
66,487,000

-

-
-
-

227,553,200
2,430,342,431

△ 1,996,179,302

△ 61,989,314,309
-
-

1,590,886,606
△ 897,506,083

101,813,010,423

252,627,278 60,776,575,016
40,994,880,391 △ 13,530,001,536

250,250,554

- -
8,712,379 負債合計 14,063,864,887

△ 514,029

- -
- 101,351,645
- 86,838,185

△ 1,694,914,668 -
- -
- -

17,013,276,157 -
△ 9,565,424,850 1,745,622,887

2,818,512,486 1,557,433,057

4,516,445,534 1,575,877,000
- 7,256,000

57,312,360,558 12,318,242,000
54,777,763,807 10,735,109,000

【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

13,348,720,287 -

－36－



(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

-

16,028,956

-

16,028,956

△ 11,598,475,947

-

943,722,628

1,546,284,282

41,106,377

388,621,820

139,661,973

248,959,847

△ 11,545,592,652

68,912,251

67,616,944

1,295,307

-

2,796,204,527

115,227,058

5,001,955,657

1,680,077,493

925,859,472

2,396,018,692

-

103,610,383

58,554,840

9,763,911

35,291,632

5,327,317,814

67,529,000

【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

11,934,214,472

6,606,896,658

1,501,330,618

1,217,222,915

101,351,645

－37－



(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 61,605,659,981 △ 13,713,655,000

純行政コスト（△） △ 11,598,475,947

財源 10,101,408,396

税収等 7,712,775,573

国県等補助金 2,388,632,823

本年度差額 △ 1,497,067,551

固定資産等の変動（内部変動） △ 1,680,721,015 1,680,721,015

有形固定資産等の増加 1,288,094,401 △ 1,288,094,401

有形固定資産等の減少 △ 2,691,903,588 2,691,903,588

貸付金・基金等の増加 319,006,809 △ 319,006,809

貸付金・基金等の減少 △ 595,918,637 595,918,637

資産評価差額 △ 6,003,817

無償所管換等 857,639,867

その他 - -

本年度純資産変動額 △ 829,084,965 183,653,464

本年度末純資産残高 60,776,575,016 △ 13,530,001,536

857,639,867

-

△ 645,431,501

47,246,573,480

△ 6,003,817

△ 1,497,067,551

【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

47,892,004,981

△ 11,598,475,947

10,101,408,396

7,712,775,573

2,388,632,823

－38－



（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 519,066,618

-
△ 270,360,943

本年度資金収支額 △ 16,455,108
前年度末資金残高 448,683,541
本年度末資金残高 432,228,433

88,692,948
△ 1,854,763

86,838,185

1,310,139,000

519,644,000
543,731,000
10,544,696
7,213,019

-
△ 198,655,828

1,580,499,943
1,580,499,943

-
1,310,139,000

1,081,132,715

67,616,944
-
-

452,561,663

1,279,788,543
1,000,717,831

269,070,712
-

10,000,000
-

67,616,944

35,292,132
5,327,317,814
2,796,204,527

943,722,628
1,546,284,282

41,106,377
9,977,877,616
7,713,807,929
1,868,988,823

140,395,373
254,685,491

58,554,840

【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

9,457,699,009
4,130,381,195
1,430,597,258
2,605,936,965

－39－


