
（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

74,310,444,044 34,529,656,612
63,853,294,728 31,971,387,106

【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

42,452,448,544 1,673,710,784
△ 23,273,211,517 4,087,921,878

187,660,282 3,400,569,469

37,910,188,727 -
13,652,588,767 884,558,722
2,890,732,300 -

- -
- 359,394,036
- 53,196,560

△ 4,812,803 193,934,285
- 10,920,254
- 117,000

2,002,979,944 78,090,716,457
25,070,187,350 △ 35,772,260,980

1,889,181,035 9,850,000

- 69,790,274
1,803,210 負債合計 38,617,578,490

-

△ 78,698,427,984

-
-

2,275,296,239
△ 1,252,685,315
100,796,270,375

1,920,761,355

48,769,341
48,413,341

356,000

60,553,000
3,907,124,560

△ 3,034,205,909

10,408,379,975
185,343,742

-
78,319,707

107,024,035
-

資産合計 負債及び純資産合計 80,945,883,967

2,062,627,051
633,243,676

4,705,997

-

80,945,883,967

△ 33,368,424

純資産合計 42,328,305,477

43,027,400

△ 59,400,644

67,534,794

8,318,640,402
-

8,318,640,402

641,884,073
1,084,401,686
2,695,870,727

7,720

6,635,439,923
2,174,411,070



（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

72,391,000

【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

44,195,239,403

17,218,050,966

5,934,929,571

5,193,095,841

359,394,036

23,378,107,782

310,048,694

10,056,195,724

6,960,946,262

868,274,074

2,074,765,759

152,209,629

1,226,925,671

395,521,620

134,924,295

696,479,756

26,977,188,437

3,516,649,750

82,430,905

3,995,709,899

2,749,391,102

1,246,318,797

△ 41,204,882,217

242,967,058

△ 40,199,529,504

203,854,294

1,048,340,648

-

6,312,760

253,154,989

10,187,931

1,258,507,702



（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 76,424,500,542 △ 35,964,838,457 9,850,000

純行政コスト（△） △ 41,204,882,217

財源 41,976,701,825 -

税収等 28,832,641,878

国県等補助金 13,144,059,947

本年度差額 771,819,608 -

固定資産等の変動（内部変動） 518,601,869 △ 518,601,869

有形固定資産等の増加 3,872,758,431 △ 3,872,758,431

有形固定資産等の減少 △ 3,852,733,582 3,852,733,582

貸付金・基金等の増加 4,655,778,049 △ 4,655,778,049

貸付金・基金等の減少 △ 4,157,201,029 4,157,201,029

資産評価差額 △ 366,938,896

無償所管換等 1,499,451,774

他団体出資等分の増加 -

他団体出資等分の減少 -

その他 27,372,530 △ 60,640,262

本年度純資産変動額 1,678,487,277 192,577,477 -

本年度末純資産残高 78,102,987,819 △ 35,772,260,980 9,850,000

【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

△ 366,938,896

40,469,512,085

△ 41,204,882,217

41,976,701,825

28,832,641,878

13,144,059,947

771,819,608

-

-

△ 33,267,732

1,871,064,754

42,340,576,839

1,499,451,774



（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

7,455,739
880,157,826

395,521,620

【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

42,303,932,997
15,326,744,561
5,924,918,969
8,317,698,107

203,854,294

688,605,865
26,977,188,436
23,378,107,780
3,516,649,750

82,430,906
44,118,905,476
28,798,533,172
11,340,578,843
2,750,222,728
1,229,570,733

211,310,033

5,982,527,036
3,104,914,069

2,174,411,070
53,196,560

△ 10,419,140
63,615,700

△ 261,016,674
△ 25,237,172

△ 2,248,040,770

3,734,486,266
941,154,560

2,483,820,272

164,863,696
3,238,442,000
3,238,442,000

-

1,043,147,081
10,187,937

314,131,447

3,499,458,674
3,334,594,978

1,425,865,241

1,818,155,346
23,132,621

1,036,325,000
-

前年度末資金残高 2,146,451,682
本年度末資金残高 2,121,214,510

本年度資金収支額


