
（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

-

△ 7,961,242

8,378,249

2,394,890,117
-

2,394,890,117

115,073,205
1,602,726

3,275,049,278

55,693,100

5,478,735,590
2,056,166,667

資産合計 負債及び純資産合計 38,331,519,361

3,036,628,278
238,421,000

28,572,046

-

38,331,519,361

△ 6,106,581

純資産合計 28,797,603,712

72,365,789

69,320,972
163,116

69,157,856

51,360,000
2,126,742,337

△ 1,512,036,166

2,530,638,266
15,650,502
1,322,502

14,328,000
-
-

△ 12,662,458,564
-
-

496,381,977
△ 280,773,331
23,224,687,746

42,050,000 36,129,435,775
12,631,988,378 △ 7,331,832,063
1,802,790,550 -

- 31,529,054
- 負債合計 9,533,915,649
-

- -
- 88,008,594
- 187,856,963

△ 1,446,651,811 93,316,878
1,456,471 8,277,313

△ 1,376,650 27,376,450

9,422,789,930 541,225,695
△ 5,211,907,716 1,068,962,036

3,053,015,119 632,596,784

17,006,129,984 -
11,146,754,641 1,259,819,837

- -

32,852,783,771 8,464,953,613
30,252,824,533 6,663,908,081

【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 △ 12,272,893,296

-

△ 12,271,369,116

-

262,838

-

1,261,342

-

-

1,524,180

1,030,887,153

34,625,360

1,615,203,124

466,594,889

1,148,608,235

7,365,030,958

56,239,680

3,692,200,638

2,442,788,910

366,263,801

882,251,776

896,151

223,123,859

100,789,361

9,826,142

112,508,356

8,430,543,471

147,018,588

【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

13,886,572,240

5,456,028,769

1,540,704,272

1,249,437,410

88,008,594



（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 36,158,628,132 △ 7,543,753,313 -

純行政コスト（△） △ 12,272,893,296

財源 12,284,705,075 -

税収等 8,337,462,728

国県等補助金 3,947,242,347

本年度差額 11,811,779 -

固定資産等の変動（内部変動） △ 192,952,650 192,952,650

有形固定資産等の増加 654,608,478 △ 654,608,478

有形固定資産等の減少 △ 947,149,090 947,149,090

貸付金・基金等の増加 500,553,555 △ 500,553,555

貸付金・基金等の減少 △ 400,965,593 400,965,593

資産評価差額 726

無償所管換等 162,486,805

他団体出資等分の増加 -

他団体出資等分の減少 -

その他 1,272,762 7,156,821

本年度純資産変動額 △ 29,192,357 211,921,250 -

本年度末純資産残高 36,129,435,775 △ 7,331,832,063 -

11,811,779

-

-

8,429,583

182,728,893

28,797,603,712

162,486,805

726

28,614,874,819

△ 12,272,893,296

12,284,705,075

8,337,462,728

3,947,242,347

【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 1,793,822,319
本年度末資金残高 1,868,309,704

本年度資金収支額

903,617,391

30,579,008
452,500,000
452,500,000

-

-
-

1,822,800

673,706,362
643,127,354

304,063,445

427,962,412
8,400

-
-

962,298,889
534,328,077

2,056,166,667
187,856,963
13,428,427

174,428,536

△ 221,206,362
74,487,385

△ 607,923,644

354,375,245
48,489,000

8,346,835,926
3,758,764,347

466,553,823
1,126,993,084

148,091

8,527,615,484
7,365,030,958
1,030,887,153

131,697,373
13,699,147,180

148,091
146,474,131

100,789,361

【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

12,941,855,829
4,414,240,345
1,390,900,637
2,819,309,581

-

103,240,766


