
（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

87,217,817,880 35,139,608,863
82,499,021,815 22,766,245,290

【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

24,067,841,915 12,156,116,232
△ 10,566,258,203 2,420,017,148

573,727,504 1,917,113,766

31,772,504,027 -
17,470,574,651 217,247,341

356,490,000 -

- -
- 128,518,954
- 173,916,579

△ 155,188,846 192,713,593
- 4,652,502
- -

25,131,293 90,027,661,704
50,141,961,764 △ 35,221,269,406
5,934,602,449 1,000,000

- 3,101,754
185,713 負債合計 37,559,626,011

-

△ 18,668,583,171
-
-

524,473,113
△ 180,468,884
62,333,581,993

527,601,235

838,426,932
-

838,426,932

198,356,264
1,448,575,103

△ 864,019,079

3,880,369,133
71,798,000

-
71,798,000

-
-

資産合計 負債及び純資産合計 92,367,018,309

2,211,589,178
598,253,689

38,000

-

92,367,018,309

△ 8,743,409

純資産合計 54,807,392,298

34,630,543

△ 20,532,138

2,195,326

3,264,557,319
-

3,264,557,319

209,820,852
957

2,809,842,867

2,314,174

5,149,200,429
2,136,045,836



（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

△ 39,900,024

【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

23,124,703,640

9,212,522,013

2,362,337,891

1,950,076,690

128,518,954

11,613,020,478

323,642,271

5,741,854,434

3,559,281,828

54,039,996

2,100,202,951

28,329,659

1,108,329,688

321,316,006

24,511,247

762,502,435

13,912,181,627

2,204,200,308

94,960,841

1,561,745,087

930,153,439

631,591,648

△ 22,991,384,061

2,136,298

△ 21,562,958,553

978,647,488

442,425,111

-

9,492,615

2,139,706

3,408

1,430,565,214



（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 91,082,920,810 △ 35,998,503,304 1,000,000

純行政コスト（△） △ 22,991,384,061

財源 22,576,025,152 -

税収等 15,767,681,908

国県等補助金 6,808,343,244

本年度差額 △ 415,358,909 -

固定資産等の変動（内部変動） △ 912,789,351 912,789,351

有形固定資産等の増加 1,195,856,135 △ 1,195,856,135

有形固定資産等の減少 △ 2,208,243,280 2,208,243,280

貸付金・基金等の増加 1,041,270,634 △ 1,041,270,634

貸付金・基金等の減少 △ 941,672,840 941,672,840

資産評価差額 △ 16,597,620

無償所管換等 17,793,279

他団体出資等分の増加 -

他団体出資等分の減少 -

その他 △ 143,665,414 279,803,456

本年度純資産変動額 △ 1,055,259,106 777,233,898 -

本年度末純資産残高 90,027,661,704 △ 35,221,269,406 1,000,000

【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

△ 16,597,620

55,085,417,506

△ 22,991,384,061

22,576,025,152

15,767,681,908

6,808,343,244

△ 415,358,909

-

-

136,138,042

△ 278,025,208

54,807,392,298

17,793,279



（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

693,344
1,207,551,870

321,316,007

【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

21,154,887,413
7,242,705,786
2,403,873,557
3,766,385,082

978,647,488

751,131,140
13,912,181,627
11,613,020,478
2,204,200,308

94,960,841
22,557,418,698
15,143,417,858
5,284,682,267
929,882,639

1,199,435,934
979,340,832

2,083,503,384
1,415,391,465

2,136,045,836
173,916,579

6,748,151
167,168,428

△ 152,192,917
601,078,439

△ 877,470,967

1,206,032,417
444,011,000

1,630,742,323

43,182,369
1,529,361,940
1,529,361,940

-

983,550
-
-

1,681,554,857
1,638,372,488

761,037,867

535,869,919
127,898,000

4,344,000
-

前年度末資金残高 1,361,050,818
本年度末資金残高 1,962,129,257

本年度資金収支額


