
（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

663,954,991

△ 104,442,541

771,865,243

8,251,543,338
-

8,251,543,338

1,635,980,894
41,550,000

5,734,066,936

97,000

16,370,053,267
8,167,213,416

資産合計 負債及び純資産合計 295,908,140,591

4,119,977,004
1,614,089,932

51,164,898

-

295,908,140,591

△ 31,788,120

純資産合計 215,501,657,310

1,471,189,324

1,924,109,926
202,249,925

1,721,860,001

838,347,087
12,303,504,713

△ 7,848,291,092

10,474,597,392
192,255,280
13,139,000

179,062,000
54,280

-

△ 125,607,639,931
-
-

5,318,530,000
△ 2,195,541,146
213,305,390,295

1,327,430,460 285,313,704,260
104,864,056,062 △ 69,812,046,950
13,204,969,757 -

- 91,181,000
34,258,578 負債合計 80,406,483,281

-

- -
- 715,680,943
- 130,519,898

△ 10,800,051,330 527,854,878
40,166,135 45,631,916

△ 21,510,827 5,589,860

76,848,030,884 3,497,352,000
△ 40,616,392,593 9,013,475,989

19,175,531,958 7,497,017,494

157,820,110,323 14,725,836
109,565,499,305 6,334,795,205

2,267,147,753 -

279,538,087,324 71,393,007,292
267,139,380,006 61,546,134,251

【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 △ 57,155,578,898

6,668,015

△ 56,845,332,009

98,857,155

119,593,698

-

98,494,201

6,698,165

30,150

316,945,054

8,932,631,539

391,871,014

11,022,613,445

8,952,440,571

2,070,172,874

32,773,375,158

997,204,995

12,481,465,156

1,161,530,068

343,784,463

10,921,537,061

54,613,564

2,580,224,266

838,030,130

218,389,778

1,523,804,358

42,097,877,711

78,731,279

【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

67,867,945,454

25,770,067,743

10,708,378,321

8,918,774,104

713,667,943



（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 282,171,098,728 △ 72,301,193,722 -

純行政コスト（△） △ 57,155,578,898

財源 62,808,612,390 -

税収等 42,072,900,027

国県等補助金 20,735,712,363

本年度差額 5,653,033,492 -

固定資産等の変動（内部変動） 3,142,114,053 △ 3,142,114,053

有形固定資産等の増加 14,472,193,578 △ 14,472,193,578

有形固定資産等の減少 △ 11,223,899,549 11,223,899,549

貸付金・基金等の増加 1,848,461,348 △ 1,848,461,348

貸付金・基金等の減少 △ 1,954,641,324 1,954,641,324

資産評価差額 -

無償所管換等 1

他団体出資等分の増加 -

他団体出資等分の減少 -

その他 491,478 △ 21,772,667

本年度純資産変動額 3,142,605,532 2,489,146,772 -

本年度末純資産残高 285,313,704,260 △ 69,812,046,950 -

5,653,033,492

-

-

△ 21,281,189

5,631,752,304

215,501,657,310

1

-

209,869,905,006

△ 57,155,578,898

62,808,612,390

42,072,900,027

20,735,712,363

【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 7,790,746,546
本年度末資金残高 8,037,626,111

本年度資金収支額

14,466,300,046

142,073,000
4,931,608,000
4,931,608,000

-

48,555,000
30,150,000

324,507

6,805,390,405
6,663,317,405

1,017,060,093

1,095,431,664
-

41,550,000
-

15,246,260,579
14,109,278,915

8,167,213,416
129,587,305
20,726,067

108,861,238

△ 1,873,782,405
246,879,565

△ 12,345,638,076

2,900,622,503
1,804,532,903

42,163,906,318
18,045,748,451
8,944,337,247
2,046,251,636

186,790,993

42,098,018,210
32,773,375,158
8,932,631,539

392,011,513
71,200,243,652

87,933,838
890,491,391

838,030,130

【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

57,437,644,004
15,339,625,794
11,201,189,466
1,766,183,965

98,857,155

1,534,222,233


