
（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

96,394,000

△ 11,193,821

4,672,637

1,438,674,741
-

1,438,674,741

74,466,559
82,710,000

2,536,150,744

-

3,148,885,000
455,264,745

資産合計 負債及び純資産合計 57,030,976,194

697,636,744
1,838,514,000

67,484

-

57,030,976,194

△ 4,447,169

純資産合計 45,003,004,094

114,855,366

31,648
-

31,648

3,000,000
1,231,163,753

△ 872,914,465

1,785,713,286
146,983,000

-
146,983,000

-
-

△ 74,895,548,495
-
-

44,006,000
△ 25,610,000

113,235,815,179

54,642,000 56,500,951,938
39,102,622,127 △ 11,497,947,844

740,959,443 -

- 4,426,388
181,195,663 負債合計 12,027,972,100

△ 89,909,054

- -
- 94,812,691
- 25,484,467

△ 557,495,046 60,394,231
- 277,156
- 141,167,672

16,711,152,340 151,104,705
△ 8,664,830,630 1,286,254,621

1,089,078,861 959,692,016

12,635,474,845 5,851,844
3,398,843,611 1,341,804,652

512,797,100 2,421,000

53,882,091,194 10,741,717,479
52,096,346,260 9,240,535,278

【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 △ 11,284,567,684

49,262,120

△ 11,247,353,524

67,954,000

5,612,963

△ 627,000

13,536,317

49,262,120

-

86,476,280

2,662,325,308

10,467,960

702,484,499

267,522,894

434,961,605

3,419,472,142

97,523,352

3,889,023,687

1,249,929,377

258,534,292

2,379,915,542

644,476

172,921,305

80,510,727

18,782,428

73,628,150

6,092,265,410

121,848,964

【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

11,949,838,023

5,857,572,613

1,795,627,621

1,481,442,614

94,812,691



（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 57,639,175,967 △ 11,277,038,414 -

純行政コスト（△） △ 11,284,567,684

財源 9,772,272,369 -

税収等 7,044,640,725

国県等補助金 2,727,631,644

本年度差額 △ 1,512,295,315 -

固定資産等の変動（内部変動） △ 1,183,555,581 1,183,555,581

有形固定資産等の増加 950,210,516 △ 950,210,516

有形固定資産等の減少 △ 2,390,176,530 2,390,176,530

貸付金・基金等の増加 842,560,794 △ 842,560,794

貸付金・基金等の減少 △ 586,150,361 586,150,361

資産評価差額 -

無償所管換等 △ 10,324,000

他団体出資等分の増加 -

他団体出資等分の減少 -

その他 55,655,552 107,830,304

本年度純資産変動額 △ 1,138,224,029 △ 220,909,430 -

本年度末純資産残高 56,500,951,938 △ 11,497,947,844 -

△ 1,512,295,315

-

-

163,485,856

△ 1,359,133,459

45,003,004,094

△ 10,324,000

-

46,362,137,553

△ 11,284,567,684

9,772,272,369

7,044,640,725

2,727,631,644

【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 363,111,289
本年度末資金残高 429,780,278

本年度資金収支額

590,645,157

7,890,602
1,137,100,000
1,137,100,000

-

68,290,000
5,015,099

26,008,248

936,717,879
928,827,277

446,035,000

580,853,139
200,000

82,710,000
-

1,641,144,636
977,381,497

455,264,745
25,484,467

△ 15,274,922
40,759,389

200,382,121
66,668,989

△ 724,358,289

916,786,347
371,438,000

7,039,903,805
2,057,909,644

265,687,757
437,973,994
79,539,430

6,092,265,410
3,419,472,142
2,662,325,308

10,467,960
9,801,475,200

11,585,430
368,793,437

80,510,727

【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

9,500,084,050
3,407,818,640
1,677,603,974
1,552,352,751

67,954,000

97,351,188


