
（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

-

△ 3,131,089

36,842,739

6,830,595,273
-

6,830,595,273

628,131,767
-

5,908,742,091

126,970,328

9,430,738,437
2,858,992,630

資産合計 負債及び純資産合計 69,480,172,679

2,211,037,500
3,697,704,591

268,917

-

69,480,172,679

△ 2,239,707

純資産合計 45,896,145,433

31,905,440

74,994,576
69,744,008
5,250,568

363,157,063
8,380,336,062

△ 7,141,686,707

8,647,610,952
1,661,271,000

8,400,000
121,615,000

1,531,256,000
-

△ 31,312,550,038
-
-

1,429,024,430
△ 772,391,463
48,520,468,227

270,307,539 65,958,176,333
18,633,717,855 △ 20,062,030,900

406,009,636 -

- 1,882,093
245,520 負債合計 23,584,027,246

△ 159,840

- -
- 217,346,014
- 913,519,063

△ 211,295,418 146,709,411
- -
- 3,296

29,283,172,217 1,466,824,810
△ 16,678,865,465 3,339,792,561

470,360,615 2,060,332,684

31,454,461,504 253,333,000
17,216,729,635 1,866,199,659
1,103,966,701 -

60,049,434,242 20,244,234,685
51,326,828,714 16,657,877,216

【様式第１号】

連結貸借対照表
(平成29年3月31日現在）

科目 金額 科目 金額



（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 △ 17,885,037,917

13,015,323

△ 17,718,117,335

159,082,897

18,375,008

-

2,478,000

13,015,323

-

179,935,905

1,057,064,426

331,221,977

3,723,834,421

1,873,016,296

1,850,818,125

11,318,733,547

424,998,330

3,822,575,720

1,755,536,224

362,948,487

1,700,216,480

3,874,529

1,114,429,703

65,386,132

498,399

1,048,545,172

12,707,019,950

12,233,247

【様式第２号】

連結行政コスト計算書
自  平成28年4月1日
至  平成29年3月31日

科目 金額

21,441,951,756

8,734,931,806

3,797,926,383

3,176,961,528

183,733,278



（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 65,753,245,226 △ 22,137,609,159 -

純行政コスト（△） △ 17,885,037,917

財源 20,379,797,336 -

税収等 15,895,913,580

国県等補助金 4,483,883,756

本年度差額 2,494,759,419 -

固定資産等の変動（内部変動） 417,961,675 △ 417,961,675

有形固定資産等の増加 2,209,276,788 △ 2,209,276,788

有形固定資産等の減少 △ 1,671,398,827 1,671,398,827

貸付金・基金等の増加 451,376,433 △ 451,376,433

貸付金・基金等の減少 △ 571,292,719 571,292,719

資産評価差額 △ 205,593,429

無償所管換等 △ 7,658,766

他団体出資等分の増加 -

他団体出資等分の減少 -

その他 221,627 △ 1,219,485

本年度純資産変動額 204,931,107 2,075,578,259 -

本年度末純資産残高 65,958,176,333 △ 20,062,030,900 -

2,494,759,419

-

-

△ 997,858

2,280,509,366

45,896,145,433

△ 7,658,766

△ 205,593,429

43,615,636,067

△ 17,885,037,917

20,379,797,336

15,895,913,580

4,483,883,756

【様式第３号】

連結純資産変動計算書
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

前年度末資金残高 1,716,137,333
本年度末資金残高 1,945,473,567

本年度資金収支額

2,105,086,712

1,163
1,589,727,000
1,589,727,000

-

-
-

119,539,541

2,100,449,868
2,100,448,705

327,756,516

415,221,294
340,000

-
105,609

2,423,324,667
2,007,657,764

2,858,992,630
913,519,063
907,152,728

6,366,335

△ 510,722,868
229,336,234

△ 1,365,027,610

1,058,297,057
611,001,000

15,419,338,803
3,872,882,755
1,873,949,428
2,171,362,689

161,686,897

14,019,106,378
11,318,733,546
1,057,064,426
1,643,308,406

23,337,533,675

2,604,000
2,028,142

65,386,132

【様式第４号】

連結資金収支計算書
自  平成28年4月1日

至  平成29年3月31日

科目 金額

21,072,788,208
7,053,681,830
3,825,443,582
2,124,284,057

159,082,897

1,038,568,059


