
（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

3,127,367

△ 19,363,491

7,645,779

7,333,389,476

-

7,333,389,476

111,997,723

376,674

7,177,691,452

-

8,983,866,454

1,675,350,835

資産合計 負債及び純資産合計 69,774,452,467

6,114,325,891

1,063,365,561

15,766,418

-

69,774,452,467

△ 4,962,427

純資産合計 41,469,694,299

429,759,899

25,200,778

24,790,578

410,200

145,957,000

3,454,896,714

△ 2,554,327,745

9,669,465,627

1,922,552,376

1,776,634,711

145,917,665

-

-

△ 22,588,969,372

-

-

1,895,758,628

△ 692,736,291

46,682,805,397

5,476,000 67,968,654,139

26,859,704,587 △ 26,498,959,840

1,416,889,225 -

- 12,482

- 負債合計 28,304,758,168

-

- -

- 225,835,672

- 174,532,174

△ 105,010,301 621,055,009

- 489,200

- 6,759,198

22,565,494,537 465,974,604

△ 12,120,480,906 3,649,937,192

737,873,743 2,621,253,457

23,335,646,052 1,436,793,234

11,059,831,973 3,538,709,472

1,192,461,006 -

60,790,586,013 24,654,820,976

51,095,919,608 19,213,343,666

【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 △ 23,696,641,779

628,516

△ 23,320,766,827

287,402,084

86,048,368

-

3,053,219

628,719

203

376,503,671

1,874,649,881

1,247,354,749

3,342,640,891

1,489,053,105

1,853,587,786

13,565,115,335

1,206,724,902

4,563,424,934

2,472,234,742

509,474,484

1,569,212,765

12,502,943

529,387,761

47,644,882

5,590,374

476,152,505

16,687,119,965

43,729,327

【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

26,663,407,718

9,976,287,753

4,883,475,058

3,410,685,157

222,335,672



（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 66,409,261,044 △ 26,843,520,484 -

純行政コスト（△） △ 23,696,641,779

財源 25,579,434,668 -

税収等 18,892,595,915

国県等補助金 6,686,838,753

本年度差額 1,882,792,889 -

固定資産等の変動（内部変動） 1,552,429,767 △ 1,552,429,767

有形固定資産等の増加 2,424,340,023 △ 2,424,340,023

有形固定資産等の減少 △ 1,911,502,068 1,911,502,068

貸付金・基金等の増加 1,604,128,662 △ 1,604,128,662

貸付金・基金等の減少 △ 564,536,850 564,536,850

資産評価差額 -

無償所管換等 6,448,445

他団体出資等分の増加 -

他団体出資等分の減少 -

その他 514,883 14,197,522

本年度純資産変動額 1,559,393,095 344,560,644 -

本年度末純資産残高 67,968,654,139 △ 26,498,959,840 -

1,882,792,889

-

-

14,712,405

1,903,953,739

41,469,694,299

6,448,445

-

39,565,740,560

△ 23,696,641,779

25,579,434,668

18,892,595,915

6,686,838,753

【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 2,321,617,772

本年度末資金残高 1,500,818,661

本年度資金収支額

2,252,155,945

1,242

1,934,841,000

1,930,141,000

4,700,000

882,029

138,059,872

12,130,583

2,541,890,926

2,541,889,684

254,564,519

1,387,321,232

5,260,000

-

4

3,561,617,133

2,169,035,897

1,675,350,835

174,532,174

561,975

173,970,199

△ 607,049,926
△ 820,799,111

△ 2,465,905,130

1,095,712,003

690,075,000

18,890,325,942

5,996,763,753

1,498,338,942

1,249,100,935

290,455,303

16,788,153,244

13,565,115,336

1,874,649,881

1,348,388,027

27,634,529,572

3,053,219

628,719

47,561,423

【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

25,092,547,043

8,304,393,799

4,828,024,373

3,015,448,238

287,402,084

413,359,765


