
（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

50,565,225,350 14,869,484,156
49,224,535,543 13,588,148,952

【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

21,758,686,966 436,009,932
△ 10,436,091,511 2,329,849,149

848,672,001 1,715,150,278

16,162,675,408 -
1,476,685,639 777,843,272

252,904,399 67,482,000

- -
- 73,047,075
- 39,483,518

△ 373,177,600 470,079,991
2,546,140,929 29,137,103

- -

88,625,864 51,827,624,469
32,402,235,953 △ 14,568,258,177
1,551,894,684 139,868,594

- 2,951,184
278,928 負債合計 17,199,333,305

△ 50,207

△ 33,247,701,503
-
-

559,535,102
△ 241,717,846
63,780,225,516

147,654,914

7,567,566
5,112,000
2,455,566

-
2,261,714,861

△ 1,602,090,679

1,333,122,241
186,588,619

564,966
186,023,653

-
-

資産合計 負債及び純資産合計 54,598,568,191

1,111,490,618
142,336,501

21,868,479

-

54,598,568,191

△ 1,268,404

純資産合計 37,399,234,886

86,413,000

△ 3,742,888

41,051,603

899,868,596
-

899,868,596

812,149,378
8,572,000

1,253,827,119

16,340,000

4,033,342,841
1,897,142,666



（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

21,010,872

【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

13,306,781,516

8,726,505,196

1,404,575,782

1,223,975,437

73,047,075

2,708,076,943

86,542,398

6,375,820,125

1,114,508,379

481,794,001

1,938,857,589

2,840,660,156

946,109,289

146,396,738

1,308,165

798,404,386

4,580,276,320

1,870,624,789

1,574,588

4,105,205,059

381,273,460

3,723,931,599

△ 9,107,485,581

138,370,030

△ 9,201,576,457

1,134,000

2

△ 3,644,000

46,999,252

138,580,130

210,100

44,489,254



（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 52,660,562,425 △ 14,878,602,991 139,868,594

純行政コスト（△） △ 9,107,485,581

財源 8,554,758,964 -

税収等 5,746,744,903

国県等補助金 2,808,014,061

本年度差額 △ 552,726,617 -

固定資産等の変動（内部変動） △ 826,729,004 826,729,004

有形固定資産等の増加 1,402,677,682 △ 1,402,677,682

有形固定資産等の減少 △ 2,450,211,731 2,450,211,731

貸付金・基金等の増加 329,061,141 △ 329,061,141

貸付金・基金等の減少 △ 108,256,096 108,256,096

資産評価差額 220,248

無償所管換等 573,902

他団体出資等分の増加 -

他団体出資等分の減少 -

その他 △ 7,003,102 36,342,427

本年度純資産変動額 △ 832,937,956 310,344,814 -

本年度末純資産残高 51,827,624,469 △ 14,568,258,177 139,868,594

【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

37,921,828,028

△ 9,107,485,581

8,554,758,964

5,746,744,903

2,808,014,061

37,399,234,886

573,902

220,248

△ 552,726,617

-

-

29,339,325

△ 522,593,142



（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

46,382,226
380,623,578

146,396,738

【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

11,468,262,439
6,877,462,991
1,384,905,193
4,552,275,213

1,134,000

793,885,847
4,590,799,448
2,708,076,943
1,870,624,789

12,097,716
11,874,402,545
5,749,475,833
2,215,138,186

383,036,943
3,526,751,583

47,516,226

1,371,369,942
1,107,137,353

1,897,142,666
39,483,518
7,837,352

31,646,166

147,520,714
259,467,717

△ 627,300,455

744,069,487
377,699,000

739,247,458

9,082,000
1,561,224,000
1,561,224,000

-

13,757,200
170,100

324,795,704

1,413,703,286
1,404,621,286

27,647,483

251,632,589
-

12,600,000
-

前年度末資金残高 1,598,191,431
本年度末資金残高 1,857,659,148

本年度資金収支額


