
（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

142,266,943,543 49,620,360,143
135,801,369,091 39,455,143,884

【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

82,952,112,610 3,232,763,615
△ 41,729,976,745 4,792,995,534

3,039,747,062 4,016,209,499

63,448,373,738 -
16,403,542,972 6,932,452,644

- -

- -
- 475,201,090
- 159,015,700

△ 2,116,478,450 118,626,262
- -
- 7,057,343

97,006,840 159,236,403,466
71,300,201,526 △ 49,319,064,811
3,018,149,344 -

- 16,885,640
6,367,655,400 負債合計 54,413,355,677

△ 1,565,235,951

△ 59,606,420,229
1,688,221,464

△ 1,001,977,868

3,115,468,546
△ 1,889,160,592
125,740,068,366

1,272,101,871

1,996,217
1,642,217

354,000

235,852,495
5,814,320,585

△ 4,761,526,758

6,463,578,235
266,129,479

3,225,500
262,903,979

-
-

資産合計 負債及び純資産合計 164,330,694,332

13,361,884,686
3,598,108,237

-

-

164,330,694,332

△ 31,599,970

純資産合計 109,917,338,655

51,762,000

△ 61,029,384

711,950,752

4,934,614,269
-

4,934,614,269

504,179,237
9,467,000

16,959,992,923

-

22,063,750,789
3,909,760,847



（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

595,578,548

【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

56,321,115,573

20,902,452,550

7,524,309,539

5,889,335,172

475,201,090

29,410,660,035

564,194,729

12,221,044,871

6,893,872,041

320,602,125

4,994,334,156

12,236,549

1,157,098,140

534,481,092

8,109,080

614,507,968

35,418,663,023

5,676,661,092

331,341,896

4,930,369,793

1,662,824,385

3,267,545,408

△ 51,451,172,657

6,028,840

△ 51,390,745,780

14,684,000

38,230,628

-

13,541,089

6,028,840

-

66,455,717



（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 161,049,326,894 △ 49,874,530,642 -

純行政コスト（△） △ 51,451,172,657

財源 49,565,552,348 -

税収等 32,339,820,747

国県等補助金 17,225,731,601

本年度差額 △ 1,885,620,309 -

固定資産等の変動（内部変動） △ 2,433,432,046 2,433,432,046

有形固定資産等の増加 7,142,194,892 △ 7,142,194,892

有形固定資産等の減少 △ 6,104,016,923 6,104,016,923

貸付金・基金等の増加 1,520,579,559 △ 1,520,579,559

貸付金・基金等の減少 △ 4,992,189,574 4,992,189,574

資産評価差額 10,710,766

無償所管換等 618,699,927

他団体出資等分の増加 -

他団体出資等分の減少 -

その他 △ 8,902,075 7,654,094

本年度純資産変動額 △ 1,812,923,428 555,465,831 -

本年度末純資産残高 159,236,403,466 △ 49,319,064,811 -

【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

10,710,766

111,174,796,252

△ 51,451,172,657

49,565,552,348

32,339,820,747

17,225,731,601

△ 1,885,620,309

-

-

△ 1,247,981

△ 1,257,457,597

109,917,338,655

618,699,927



（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

9,383,347
303,454,207

534,481,092

【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

51,298,954,361
15,335,131,140
6,920,591,617
7,274,148,195

14,684,000

605,910,236
35,963,823,221
29,410,660,034
5,676,661,092

876,502,095
53,039,445,891
32,199,337,629
16,228,724,601
1,662,432,950
2,948,950,711

24,067,347

7,086,280,314
6,050,688,895

3,909,760,847
159,015,700

△ 1,377,800
160,393,500

456,499,967
766,913,287

△ 1,709,465,070

5,376,815,244
718,437,000

2,019,878,390

-
3,829,800,000
3,829,800,000

-

596,870,397
5,711,036

17,887,000

3,373,300,033
3,373,300,033

4,037,909,811

435,151,419
-

600,440,000
-

前年度末資金残高 2,983,831,860
本年度末資金残高 3,750,745,147

本年度資金収支額


