
（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

56,281,000

△ 8,561,322

26,158,617

1,908,563,284
-

1,908,563,284

325,674,639
-

5,781,811,135

1,284,711

10,399,161,064
4,267,048,749

資産合計 負債及び純資産合計 61,013,437,027

5,038,351,135
743,460,000

2,286,287

-

61,013,437,027

△ 3,818,363

純資産合計 49,129,307,170

157,088,628

475,121,282
354,920

474,766,362

170,288,000
655,986,684

△ 405,082,571

2,316,938,813
202,282,512

-
202,282,512

-
-

△ 20,469,968,282
-
-

9,337,055,201
△ 4,630,391,844

41,538,193,892

121,415,400 56,396,087,098
27,947,832,109 △ 7,266,779,928
2,002,655,142 -

- 36,927,983
- 負債合計 11,884,129,857
-

- -
- 152,136,004
- 19,725,304

- 188,487,779
- 13,074,821
- -

24,423,004,988 812,673,707
△ 12,600,690,161 1,214,473,162

41,372,136 804,121,271

19,623,479,646 -
7,388,145,983 1,280,511,840

250,231,300 -

50,614,275,963 10,669,656,695
47,822,215,868 8,576,471,148

【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 △ 16,442,801,977

37,502,146

△ 15,576,266,583

6,168,000

51,273

-

904,218,267

43,902,146

6,400,000

910,437,540

956,223,338

19,231,072

4,840,148,916

2,423,754,654

2,416,394,262

11,527,826,144

112,500,347

4,554,602,227

2,557,287,266

250,109,789

1,670,923,451

76,281,721

566,404,268

104,039,484

1,419,741

460,945,043

12,503,280,554

17,563,417

【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

20,416,415,499

7,913,134,945

2,792,128,450

2,534,377,314

127,687,372



（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 56,593,786,927 △ 8,587,821,106 -

純行政コスト（△） △ 16,442,801,977

財源 17,118,303,209 -

税収等 12,164,610,860

国県等補助金 4,953,692,349

本年度差額 675,501,232 -

固定資産等の変動（内部変動） 323,416,970 △ 323,416,970

有形固定資産等の増加 1,842,845,920 △ 1,842,845,920

有形固定資産等の減少 △ 1,643,529,398 1,643,529,398

貸付金・基金等の増加 618,973,183 △ 618,973,183

貸付金・基金等の減少 △ 494,872,735 494,872,735

資産評価差額 -

無償所管換等 △ 444,799,695

他団体出資等分の増加 -

他団体出資等分の減少 -

その他 △ 76,317,104 968,956,916

本年度純資産変動額 △ 197,699,829 1,321,041,178 -

本年度末純資産残高 56,396,087,098 △ 7,266,779,928 -

675,501,232

-

-

892,639,812

1,123,341,349

49,129,307,170

△ 444,799,695

-

48,005,965,821

△ 16,442,801,977

17,118,303,209

12,164,610,860

4,953,692,349

【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 4,129,126,029
本年度末資金残高 4,247,323,445

本年度資金収支額

2,611,419,841

15,185,763
108,902,000
47,200,000
61,702,000

58,569,000
39,356,000
15,870,773

849,260,993
834,075,230

1,275,370,518

1,413,749,189
-

57,320,000
9

3,310,134,723
1,839,065,525

4,267,048,749
19,725,304
△ 611,294
20,336,598

△ 740,358,993
118,197,416

△ 1,752,863,432

1,557,271,291
168,105,000

11,545,141,116
4,785,587,349
2,424,946,170
2,657,403,344

908,526,213

12,503,280,554
11,527,826,144

956,223,338
19,231,072

21,413,077,979

902,358,213
940,543,269

104,039,484

【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

18,833,675,194
6,330,394,640
2,783,678,621
2,976,836,904

6,168,000

465,839,631


