
（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

171,283,900

△ 11,701,310

24,678,354

2,034,105,647

-

2,034,105,647

81,373,049

8,971,200

1,137,106,828

-

2,898,677,994

1,653,856,332

資産合計 負債及び純資産合計 42,790,140,033

1,060,144,254

76,962,574

-

-

42,790,140,033

△ 7,307,769

純資産合計 32,313,681,146

104,586,482

12,073,575

11,998,591

74,984

406,023,157

2,627,799,562

△ 1,325,516,598

2,341,460,199

43,185,480

16,254,800

26,930,680

-

-

△ 19,635,462,885

-

-

612,964,053

△ 134,040,198

37,909,810,893

238,062,090 41,037,540,067

19,761,710,515 △ 8,723,858,921

602,415,495 -

- 2,120,224

- 負債合計 10,476,458,887

-

- -

- 120,800,667

- 1,021,576

△ 972,671,828 8,978,971

10,978,927 -

△ 10,417,726 -

18,987,253,401 1,002,539,000

△ 10,242,397,276 890,772,059

1,386,364,447 757,850,621

16,473,934,786 -

7,029,087,851 1,603,965,605

47,674,900 2,566,000

39,891,462,039 9,585,686,828

37,537,928,265 6,976,616,223

【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 △ 12,601,526,194

19,159,930

△ 12,593,828,467

6,869,255

9,131,777

-

10,892,460

19,195,765

35,835

26,893,492

1,008,970,749

39,211,398

626,217,393

443,599,281

182,618,112

7,702,425,897

134,089,289

2,640,265,632

970,617,115

276,063,600

1,375,645,581

17,939,336

302,856,073

85,544,204

22,547,511

194,764,358

8,750,608,044

60,876,091

【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

13,220,045,860

4,469,437,816

1,526,316,111

1,210,550,064

120,800,667



（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 39,683,266,035 △ 8,107,090,373 -

純行政コスト（△） △ 12,601,526,194

財源 13,052,970,923 -

税収等 8,889,396,875

国県等補助金 4,163,574,048

本年度差額 451,444,729 -

固定資産等の変動（内部変動） 492,792,671 △ 492,792,671

有形固定資産等の増加 1,773,618,044 △ 1,773,618,044

有形固定資産等の減少 △ 1,474,133,571 1,474,133,571

貸付金・基金等の増加 1,044,349,842 △ 1,044,349,842

貸付金・基金等の減少 △ 851,041,644 851,041,644

資産評価差額 △ 117,534

無償所管換等 271,678,532

他団体出資等分の増加 -

他団体出資等分の減少 -

その他 589,920,363 △ 575,420,606

本年度純資産変動額 1,354,274,032 △ 616,768,548 -

本年度末純資産残高 41,037,540,067 △ 8,723,858,921 -

271,678,532

-

-

14,499,757

737,505,484

32,313,681,146

△ 117,534

31,576,175,662

△ 12,601,526,194

13,052,970,923

8,889,396,875

4,163,574,048

451,444,729

【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 1,682,867,540
本年度末資金残高 1,652,834,756

本年度資金収支額

1,196,758,576

-
531,934,600
446,115,600
85,819,000

57,167,000
335,835

50,103,000

681,032,930
681,032,930

620,233,113

835,044,003
3,000,000

53,925,000
-

2,472,046,128
1,580,077,125

1,653,856,332
1,021,576

△ 96,191,250
97,212,826

△ 149,098,330
△ 30,032,784

△ 1,077,693,030

1,394,353,098
666,514,150

8,885,998,250
2,779,080,578
383,043,462
264,963,979
16,890,583

8,750,608,045
7,702,425,898
1,008,970,749

39,211,398
12,313,086,269

10,021,328
721,788,857

85,544,204

【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

11,821,225,967
3,070,617,922
1,477,757,693
1,326,436,250

6,869,255

180,879,775


