
（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

46,623,710,008 7,259,385,633
43,004,774,896 4,902,173,969

【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

17,449,505,487 1,399,442,463
△ 6,022,059,627 666,531,033

2,080,904,204 467,501,754

18,939,989,556 -
5,684,824,549 957,769,201

- -

- -
- 86,652,083
- 58,388,291

△ 353,815,337 36,369,250
- 289,721
- 14,300,901

100,630,280 48,893,432,978
23,814,864,394 △ 6,682,410,943
2,199,041,554 -

- 3,029,033
- 負債合計 7,925,916,666
-

△ 7,913,245,491
-
-

2,404,663,159
△ 132,252,907
20,968,570,692

75,489,313

1,684,715
1,531,615

153,100

6,288,087,387
1,452,742,359

△ 1,202,821,413

3,617,250,397
198,088,182
49,655,182

124,476,000
23,957,000

-

資産合計 負債及び純資産合計 50,136,938,701

1,789,678,970
480,044,000

10,092,719

-

50,136,938,701

△ 4,038,970

純資産合計 42,211,022,035

106,494,582

△ 5,356,214

17,287

3,242,484,068
-

3,242,484,068

109,778,868
-

2,269,722,970

50,466

3,513,228,693
1,127,655,819



（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

39,620,213

【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

10,862,395,424

5,147,126,032

1,848,229,482

1,333,605,848

87,460,772

5,167,864,623

387,542,649

3,106,284,382

1,910,087,188

153,406,308

994,518,224

48,272,662

192,612,168

78,944,769

5,882,373

107,785,026

5,715,269,392

542,631,975

4,772,794

2,876,229,930

825,314,836

2,050,915,094

△ 7,966,770,015

23,578,663

△ 7,986,165,494

3,730,000

278,480

-

174,704

23,578,663

-

4,183,184



（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 45,660,816,069 ############# -

純行政コスト（△） #############

財源 10,268,721,003 -

税収等 5,511,505,091

国県等補助金 4,757,215,912

本年度差額 2,301,950,988 -

固定資産等の変動（内部変動） 2,236,085,145 #############

有形固定資産等の増加 4,377,896,164 #############

有形固定資産等の減少 ############# 2,745,537,860

貸付金・基金等の増加 1,080,780,558 #############

貸付金・基金等の減少 △ 477,053,717 477,053,717

資産評価差額 5,367,485

無償所管換等 973,333,869

他団体出資等分の増加 -

他団体出資等分の減少 -

その他 17,830,410 △ 722,366

本年度純資産変動額 3,232,616,909 65,143,477 -

本年度末純資産残高 48,893,432,978 ############# -

【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

38,913,261,649

△ 7,966,770,015

10,268,721,003

5,511,505,091

4,757,215,912

42,211,022,035

973,333,869

5,367,485

2,301,950,988

-

-

17,108,044

3,297,760,386



（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

155,000
1,066,560,477

79,157,925

【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

9,811,524,043
4,096,264,723
1,800,664,325
2,115,050,878

3,730,000

101,391,595
5,715,259,320
5,167,864,623

542,631,975
4,762,722

9,889,428,913
5,497,263,625
1,537,165,547

876,153,721
1,978,846,020

3,885,000

3,667,847,920
2,743,831,788

1,127,655,819
58,388,291
5,088,403

53,299,888

△ 277,828,590
△ 195,895,571

△ 1,058,647,328

2,609,200,592
2,195,795,278

1,140,580,347

443,602
238,294,671
237,363,043

931,628

16,340,000
-
-

516,123,261
515,679,659

397,065,314

910,035,951
181

13,980,000
-

前年度末資金残高 1,265,163,099
本年度末資金残高 1,069,267,528

本年度資金収支額


