
（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

154,148,304

△ 43,713,552

1,745,933

3,786,665,825
-

3,786,665,825

337,023,914
10,762,791

4,658,160,099

1,279,950

8,883,655,349
3,888,951,803

資産合計 負債及び純資産合計 97,720,054,896

4,118,931,965
539,228,134

477,989

-

97,720,054,896

△ 13,467,180

純資産合計 58,586,162,811

637,690,122

500,407,723
3,928,860

496,478,863

616,002,974
5,983,769,053

△ 3,182,585,611

4,593,760,798
57,690,149

50,000
57,640,149

-
-

△ 34,594,183,424
-
-

1,419,532,906
△ 351,872,206
77,683,181,568

70,712,816 93,505,322,438
51,203,361,963 △ 34,926,859,627
6,430,700,145 7,700,000

- -
27,659,102 負債合計 39,133,892,085

-

- -
- 174,862,070
- 235,657,291

△ 44,870,440 165,494,576
- 2,361,861
- -

36,761,420,663 9,503,396,457
△ 19,806,900,852 3,130,479,636

329,049,357 2,552,103,838

29,737,685,621 -
12,041,707,575 322,498,192

358,907,400 -

88,836,399,547 36,003,412,449
83,742,231,026 26,177,517,800

【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 △ 36,954,803,382

28,550,132

△ 36,595,206,780

377,692,415

7

-

10,454,312

28,550,132

-

388,146,734

3,802,883,113

33,461,257

2,620,745,856

1,897,288,899

723,456,957

22,094,538,544

566,980,891

7,983,087,607

4,396,356,830

395,490,861

3,070,804,840

120,435,076

1,690,558,458

365,312,172

41,591,043

1,283,655,243

25,930,882,914

△ 58,873,207

【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

39,215,952,636

13,285,069,722

3,611,423,657

2,928,453,903

174,862,070



（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 94,728,756,494 △ 35,356,161,993 7,700,000

純行政コスト（△） △ 36,954,803,382

財源 35,831,962,348 -

税収等 24,401,447,250

国県等補助金 11,430,515,098

本年度差額 △ 1,122,841,034 -

固定資産等の変動（内部変動） △ 764,675,280 764,675,280

有形固定資産等の増加 1,667,010,035 △ 1,667,010,035

有形固定資産等の減少 △ 2,663,048,202 2,663,048,202

貸付金・基金等の増加 1,540,993,534 △ 1,540,993,534

貸付金・基金等の減少 △ 1,309,630,647 1,309,630,647

資産評価差額 -

無償所管換等 26,489,128

他団体出資等分の増加 -

他団体出資等分の減少 -

その他 △ 485,247,904 787,468,120

本年度純資産変動額 △ 1,223,434,056 429,302,366 -

本年度末純資産残高 93,505,322,438 △ 34,926,859,627 7,700,000

△ 1,122,841,034

-

-

302,220,216

△ 794,131,690

58,586,162,811

26,489,128

-

59,380,294,501

△ 36,954,803,382

35,831,962,348

24,401,447,250

11,430,515,098

【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 3,566,878,257
本年度末資金残高 3,653,294,512

本年度資金収支額

1,238,950,202

65,601,985
2,370,538,381
2,370,538,381

-

11,666,659
-

16,741,120

2,312,716,926
2,247,114,941

1,027,965,875

441,632,627
451,580,000
14,700,000

-

2,540,196,056
1,632,283,429

3,888,951,803
235,657,291
152,686,879
82,970,412

57,821,455
86,416,255

△ 1,210,355,402

1,329,840,654
273,467,000

23,521,581,884
9,659,766,439
1,897,809,710
2,163,891,161

385,418,058

25,930,882,914
22,094,538,544
3,802,883,113

33,461,257
37,243,049,194

7,725,643
1,964,315,883

365,312,171

【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

37,582,996,817
11,652,113,903
3,690,547,055
6,002,505,798

377,692,415

1,593,748,879


