
（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

32,919,329,736 23,292,293,694
28,798,861,207 14,410,244,987

【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

17,730,825,826 1,021,150,877
△ 9,979,417,605 1,846,155,535

1,554,883,534 1,404,284,364

14,241,769,435 5,588,777,633
6,242,398,834 2,272,120,197

10,938,598 -

- 1,435,000
- 136,618,646
- 42,718,250

△ 1,321,855,752 179,175,972
- 21,467,311
- 15,906

3,996,000 37,603,683,071
14,195,979,831 △ 23,113,296,038

495,220,242 -

- 60,440,086
- 負債合計 25,138,449,229
-

△ 18,784,053,343
-
-

4,987,999,253
△ 2,531,156,664

30,027,970,343

171,064,584

60,185,701
45,999,020
14,186,681

-
1,919,068,613

△ 1,557,956,672

4,060,282,828
159,236,000

-
89,236,000
70,000,000

-

資産合計 負債及び純資産合計 39,628,836,262

3,752,605,205
931,748,130

210,291,922

-

39,628,836,262

△ 6,037,900

純資産合計 14,490,387,033

37,729,126

△ 8,558,024

18,751,083

3,700,682,972
-

3,700,682,972

266,723,212
-

4,684,353,335

128,170

6,709,506,526
1,535,424,874



（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

31,605,362

【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

20,913,656,574

9,947,361,575

2,402,900,502

2,126,358,226

136,618,646

10,031,347,525

108,318,268

6,776,102,841

2,724,325,000

352,570,533

3,547,023,265

152,184,043

768,358,232

176,396,783

3,454,193

588,507,256

10,966,294,999

907,084,276

27,863,198

2,719,289,453

562,364,158

2,156,925,295

△ 18,290,572,588

15,308,963

△ 18,194,367,121

75,071,000

33,863,058

-

2,686,872

15,415,463

106,500

111,620,930



固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）

前年度末純資産残高 36,106,234,132 △ 23,565,131,287

純行政コスト（△） △ 18,290,572,588

財源 16,311,256,091

税収等 11,747,316,227

国県等補助金 4,563,939,864

本年度差額 △ 1,979,316,497

固定資産等の変動（内部変動） △ 2,441,124,623 2,441,124,623

有形固定資産等の増加 1,191,301,302 △ 1,191,301,302

有形固定資産等の減少 △ 3,754,507,551 3,754,507,551

貸付金・基金等の増加 437,798,075 △ 437,798,075

貸付金・基金等の減少 △ 315,716,449 315,716,449

資産評価差額 -

無償所管換等 3,941,174,642

他団体出資等分の増加

他団体出資等分の減少

その他 △ 2,601,080 △ 9,972,877

本年度純資産変動額 1,497,448,939 451,835,249

本年度末純資産残高 37,603,683,071 △ 23,113,296,038

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

-

12,541,102,845

△ 18,290,572,588

16,311,256,091

11,747,316,227

4,563,939,864

△ 1,979,316,497

-

-

△ 12,573,957

1,949,284,188

14,490,387,033

3,941,174,642



（単位：円）

他団体出資等分

-

-

-

-

-

-

-

【様式第３号】



（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

9,702,994
11,027,014

176,396,783

【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

17,593,940,009
6,627,645,010
2,380,388,736
3,283,692,592

75,071,000

787,166,899
10,966,294,999
10,031,347,525

907,084,276
27,863,198

18,812,631,986
11,040,578,923
4,352,796,704

562,198,658
2,857,057,701

84,773,994

1,271,880,715
953,828,699

1,535,424,874
42,718,250

△ 2,346,694
45,064,944

△ 355,815,158
△ 61,043,436

△ 850,173,275

421,707,440
211,143,160

1,144,944,997

48,040,070
951,254,000
951,254,000

-

12,822,400
449,423

22,590,001

1,307,069,158
1,259,029,088

174,702,456

303,912,012
-

14,140,000
4

前年度末資金残高 1,553,750,060
本年度末資金残高 1,492,706,624

本年度資金収支額


