
②　地方公共団体全体財務書類



（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 49,942,463,436

資産合計 74,091,827,555 負債及び純資産合計 74,091,827,555

21,511,570
-
-

△ 1,939,984

552,827
3,467,599,668
3,446,088,098

△ 3,810,587
5,777,840,351
2,259,978,615

51,649,225

2,726,451,073
-

2,726,451,073
-

58,837,000
7,650,000

-
113,111,742

3,672,451

2,905,911,679
66,487,000

-

266,925,033
-

266,925,033

227,553,200
4,805,915,616

△ 3,585,178,851

△ 65,246,399,937
34,838,067

△ 34,838,066

2,315,540,601
△ 1,136,080,234
113,854,282,460

252,627,278 71,782,139,699
50,571,693,440 △ 21,839,676,263

556,797,349 -

- 112,993
8,712,379 負債合計 24,149,364,119

△ 514,029

- -
- 115,344,845
- 86,838,185

△ 1,694,914,668 5,327,694
- -
- -

17,013,276,157 5,928,830,089
△ 9,565,424,850 2,087,964,051

2,818,512,486 1,880,340,334

4,516,445,534 1,767,147,000
- 7,256,000

68,313,987,204 22,061,400,068
65,141,150,492 14,358,166,979

【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

13,348,720,287 -

－40－



（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

-

26,886,965

△ 15,472,416,660

69,304,996

67,616,944

1,295,307

-

392,745

26,886,965

△ 15,429,998,629

193,631,597

123,017,659

13,116,443

57,497,495

8,520,825,002

7,530,428,475

948,306,680

42,089,847

630,411,229

371,307,210

259,104,019

196,525

16,060,409,858

7,539,584,856

1,728,922,075

1,393,375,172

115,344,845

87,677,000

132,525,058

5,617,031,184

1,949,250,041

926,183,472

2,741,401,146

【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

－41－



（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 72,803,795,146 △ 22,246,070,176 -

純行政コスト（△） △ 15,472,416,660

財源 14,005,519,076 -

税収等 10,089,798,645

国県等補助金 3,915,720,431

本年度差額 △ 1,466,897,584 -

固定資産等の変動（内部変動） △ 1,873,291,497 1,873,291,497

有形固定資産等の増加 1,454,485,027 △ 1,454,485,027

有形固定資産等の減少 △ 3,035,789,370 3,035,789,370

貸付金・基金等の増加 374,395,475 △ 374,395,475

貸付金・基金等の減少 △ 666,382,629 666,382,629

資産評価差額 △ 6,003,817

無償所管換等 857,639,867

他団体出資等分の増加 -

他団体出資等分の減少 -

その他 - -

本年度純資産変動額 △ 1,021,655,447 406,393,913 -

本年度末純資産残高 71,782,139,699 △ 21,839,676,263 -

857,639,867

-

-

-

△ 615,261,534

49,942,463,436

△ 6,003,817

50,557,724,970

△ 15,472,416,660

14,005,519,076

10,089,798,645

3,915,720,431

△ 1,466,897,584

【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

－42－



（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

88,692,948
△ 1,854,763

86,838,185
2,259,978,615

△ 557,929,693
本年度資金収支額 185,800,216
前年度末資金残高 1,987,340,214
本年度末資金残高 2,173,140,430

-

596,356,000
10,544,696
7,213,019

405,475,836
79,552,262

1,896,568,693
1,896,568,693

-
1,338,639,000
1,338,639,000

547,750,526

1,000
7,319,639

664,177,647

1,487,787,815
1,170,063,187

307,724,628
-

10,000,000
-

1,567,340,077

67,616,944

57,498,995
8,520,825,002
7,530,428,475

948,306,680
42,089,847

14,258,981,572
10,091,294,346
3,396,076,431

372,040,610
399,570,185
67,617,944

123,017,659

【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

13,534,505,620
5,013,680,618
1,638,729,521
3,194,434,443

－43－


