【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
【資産の部】
固定資産
有形固定資産
事業用資産
土地
立木竹
建物
建物減価償却累計額
工作物
工作物減価償却累計額
船舶
船舶減価償却累計額
浮標等
浮標等減価償却累計額
航空機
航空機減価償却累計額
その他
その他減価償却累計額
建設仮勘定
インフラ資産
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
資産合計

金額

科目

【負債の部】
253,808,398,161 固定負債
240,646,210,022
地方債
152,112,403,338
長期未払金
108,733,179,264
退職手当引当金
2,248,147,753
損失補償等引当金
71,360,208,956
その他
△ 39,524,947,043 流動負債
18,633,982,430
1年内償還予定地方債
△ 10,619,897,790
未払金
40,166,135
未払費用
△ 21,510,827
前受金
前受収益
賞与等引当金
預り金
その他
負債合計
- 【純資産の部】
1,263,074,460 固定資産等形成分
86,060,881,428 余剰分（不足分）
11,729,750,249
609,766,800
△ 251,955,858
189,923,352,176
△ 116,647,779,026
697,747,087
6,719,054,911
△ 4,246,129,655
201,840,426
201,840,425
1
12,960,347,713
3,678,255,000
13,139,000
179,062,000
3,486,054,000
1,134,284,511
663,954,991
7,548,926,129
7,548,926,129
△ 65,072,918
7,540,369,543
1,768,335,423
157,860,290
41,550,000
5,586,735,115
3,972,645,183
1,614,089,932
△ 14,111,285
純資産合計
261,348,767,704
負債及び純資産合計

(単位：円）
金額
44,466,888,650
38,688,038,650
5,778,850,000
5,783,889,414
5,123,999,494
530,337,787
129,552,133
50,250,778,064
259,436,683,276
△ 48,338,693,636

211,097,989,640
261,348,767,704

【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
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

(単位：円）
金額
36,335,350,651
20,010,849,625
7,106,200,350
5,691,079,086
530,337,787
884,783,477
12,208,607,253
4,729,159,099
272,896,642
7,198,499,846
8,051,666
696,042,022
347,951,031
154,875,265
193,215,726
16,324,501,026
3,811,339,865
8,930,304,309
3,281,015,827
301,841,025
1,260,156,174
813,617,467
446,538,707
△ 35,075,194,477
220,519,257
98,857,155
119,593,698
2,068,404
1,218,254
1,218,254
△ 35,294,495,480

【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
(単位：円）

科目
前年度末純資産残高
純行政コスト（△）
財源
税収等
国県等補助金
本年度差額

合計

211,694,889,232
△ 35,294,495,480
34,719,787,887
24,917,380,653
9,802,407,234
△ 574,707,593

固定資産等の変動（内部変動）
有形固定資産等の増加
有形固定資産等の減少
貸付金・基金等の増加
貸付金・基金等の減少
資産評価差額
無償所管換等
その他
本年度純資産変動額
本年度末純資産残高

1
△ 22,192,000
△ 596,899,592
211,097,989,640

固定資産
等形成分

261,344,158,019

△ 1,907,474,744
5,439,623,168
△ 7,444,958,370
1,582,286,671
△ 1,484,426,213
1
△ 1,907,474,743
259,436,683,276

余剰分
（不足分）

△ 49,649,268,787
△ 35,294,495,480
34,719,787,887
24,917,380,653
9,802,407,234
△ 574,707,593
1,907,474,744
△ 5,439,623,168
7,444,958,370
△ 1,582,286,671
1,484,426,213

△ 22,192,000
1,310,575,151
△ 48,338,693,636

【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
（単位：円）
科目
【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
本年度資金収支額
前年度末資金残高
本年度末資金残高
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

金額

29,518,101,440
13,193,600,414
7,603,191,404
5,072,830,796
347,951,031
169,627,183
16,324,501,026
3,811,339,865
8,930,304,309
3,281,015,827
301,841,025
33,582,601,527
24,923,763,393
7,411,795,234
815,412,854
431,630,046
98,857,155
98,857,155
885,423,097
4,851,066,029
6,449,061,853
5,274,460,678
1,047,061,357
85,989,818
41,550,000
2,404,601,861
1,505,188,903
820,707,958
48,555,000
30,150,000
△ 4,044,459,992
5,213,515,646
5,213,515,646
4,249,308,000
4,249,308,000
△ 964,207,646
△ 157,601,609
1,796,384,899
1,638,783,290
108,826,132
20,726,001
129,552,133
1,768,335,423

