
（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

-

△ 2,132,447

-

4,774,974,521
-

4,774,974,521

43,007,628
-

1,775,714,861

-

3,019,500,115
1,201,848,326

資産合計 負債及び純資産合計 23,235,299,730

1,075,714,861
700,000,000

-

-

23,235,299,730

△ 1,070,700

純資産合計 5,071,505,573

31,711,384

-
-
-

361,876,100
1,200,970,351

△ 1,035,375,805

4,943,349,670
138,796,212

3,304,212
135,492,000

-
-

△ 4,040,580,102
-
-

61,513,008
△ 25,208,610
8,582,035,912

186,425,912 21,991,514,476
5,120,178,235 △ 16,920,008,903

180,541,927 -

- -
- 負債合計 18,163,794,157

△ 4,601,952

- -
- 106,695,938
- 21,960,818

△ 1,735,810,239 -
- 18,946,000
- -

19,757,358,292 -
△ 13,440,721,697 1,453,070,878

2,198,602,910 1,305,468,122

9,986,677,164 262,988,000
1,712,648,438 1,439,928,957
1,312,775,500 -

20,215,799,615 16,710,723,279
15,272,449,945 15,007,806,322

【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 △ 13,463,381,228

17,297,195

△ 13,454,317,461

20,112,141

6,377,280

-

173,640

17,599,294

302,099

26,663,061

3,800,656,909

83,152,663

1,470,519,537

338,008,570

1,132,510,967

4,639,895,513

94,359,282

4,262,206,059

2,450,874,125

1,101,647,279

698,464,526

11,220,129

265,962,152

146,852,404

1,776,711

117,333,037

8,523,705,085

152,618,785

【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

14,924,836,998

6,401,131,913

1,872,963,702

1,519,289,697

106,695,938



（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 20,731,428,401 △ 16,393,243,547 -

純行政コスト（△） △ 13,463,381,228

財源 14,061,283,219 -

税収等 9,588,606,479

国県等補助金 4,472,676,740

本年度差額 597,901,991 -

固定資産等の変動（内部変動） 1,148,017,687 △ 1,148,017,687

有形固定資産等の増加 1,645,558,962 △ 1,645,558,962

有形固定資産等の減少 △ 698,464,527 698,464,527

貸付金・基金等の増加 395,625,896 △ 395,625,896

貸付金・基金等の減少 △ 194,702,644 194,702,644

資産評価差額 3,085,872

無償所管換等 63,970,430

他団体出資等分の増加 -

他団体出資等分の減少 -

その他 45,012,086 23,350,340

本年度純資産変動額 1,260,086,075 △ 526,765,356 -

本年度末純資産残高 21,991,514,476 △ 16,920,008,903 -

597,901,991

-

-

68,362,426

733,320,719

5,071,505,573

63,970,430

3,085,872

4,338,184,854

△ 13,463,381,228

14,061,283,219

9,588,606,479

4,472,676,740

【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 1,471,648,872
本年度末資金残高 1,179,887,508

本年度資金収支額

465,277,714

-
1,822,300,000
1,822,300,000

-

-
302,100

28,425,280

1,703,433,623
1,703,433,623

154,360,203

352,101,934
4,100,000

-
-

2,004,846,768
1,648,644,834

1,201,848,326
21,960,818
2,939,557

19,021,261

118,866,377
△ 291,761,364

△ 875,905,455

1,128,941,313
945,853,730

9,556,650,561
2,994,510,010

337,848,340
1,100,928,624

20,130,781

8,523,705,085
4,639,895,513
3,800,656,909

83,152,663
13,989,937,535

18,640
549,778,838

146,852,404

【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

14,054,307,878
5,530,602,793
1,716,425,352
3,576,476,590

20,112,141

90,848,447


