
（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

-

△ 37,657,035

1,089,416,472

4,394,238,808
-

4,394,238,808

320,936,924
-

3,236,494,914

1,041,800,072

9,977,164,971
5,289,503,398

資産合計 負債及び純資産合計 108,764,718,832

2,803,094,914
433,400,000

54,305,211

-

108,764,718,832

△ 13,491,948

純資産合計 66,651,812,252

739,146,612

58,460,360
51,455,160
7,005,200

206,267,000
2,004,406,346

△ 1,434,904,252

6,206,331,197
68,802,740

532,440
68,270,300

-
-

△ 46,691,207,101
3,728,428,000

△ 2,702,835,000

1,024,979,852
△ 515,079,947
82,208,214,641

- 102,024,048,775
40,660,748,764 △ 35,372,236,523
3,401,981,319 -

- 70,672,819
- 負債合計 42,112,906,580
-

- -
- 282,991,265
- 254,242,262

△ 476,539,219 272,281,312
- -
- 4,219,340

49,763,852,631 1,538,138,545
△ 31,289,543,834 4,535,778,953

1,126,959,612 3,651,371,955

51,292,511,446 840,655,000
27,574,048,401 3,231,176,919
4,593,733,855 -

98,787,553,861 37,577,127,627
92,522,762,304 31,967,157,163

【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 △ 48,710,646,352

1,425,948

△ 48,262,798,349

379,929,603

1,954,800

-

67,389,548

1,425,948

-

449,273,951

18,703,907,637

180,904,693

3,900,264,397

1,748,112,920

2,152,151,477

18,448,005,933

911,918,685

7,726,411,147

4,510,238,950

157,771,263

2,802,986,275

255,414,659

1,328,730,952

391,098,740

35,277,660

902,354,552

37,332,818,263

1,261,731

【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

52,163,062,746

14,830,244,483

5,775,102,384

4,583,839,460

278,082,508



（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 97,690,867,015 △ 36,793,646,640 -

純行政コスト（△） △ 48,710,646,352

財源 50,419,858,715 -

税収等 33,992,193,677

国県等補助金 16,427,665,038

本年度差額 1,709,212,363 -

固定資産等の変動（内部変動） 257,654,053 △ 257,654,053

有形固定資産等の増加 3,134,913,893 △ 3,134,913,893

有形固定資産等の減少 △ 2,832,107,919 2,832,107,919

貸付金・基金等の増加 1,378,409,836 △ 1,378,409,836

貸付金・基金等の減少 △ 1,423,561,757 1,423,561,757

資産評価差額 93,960

無償所管換等 4,074,478,903

他団体出資等分の増加 -

他団体出資等分の減少 -

その他 954,844 △ 30,148,193

本年度純資産変動額 4,333,181,760 1,421,410,117 -

本年度末純資産残高 102,024,048,775 △ 35,372,236,523 -

1,709,212,363

-

-

△ 29,193,349

5,754,591,877

66,651,812,252

4,074,478,903

93,960

60,897,220,375

△ 48,710,646,352

50,419,858,715

33,992,193,677

16,427,665,038

【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 5,335,557,325
本年度末資金残高 5,035,261,136

本年度資金収支額

2,552,836,598

79,551,519
2,944,300,000
2,944,300,000

-

-
-

9,939,621

3,633,902,015
3,554,350,496

1,047,452,414

1,165,676,974
50,000

-
-

4,393,739,807
3,228,012,833

5,289,503,398
254,242,262

5,583,604
248,658,658

△ 689,602,015
△ 300,296,189

△ 2,163,530,772

2,230,209,035
1,172,817,000

34,031,711,432
14,197,473,038
1,747,197,289
1,208,914,241

461,045,701

37,332,818,263
18,448,005,933
18,703,907,637

180,904,693
51,185,296,000

81,116,098
1,058,932,100

391,098,740

【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

49,230,345,801
11,897,527,538
5,786,535,499
4,969,833,554

379,929,603

750,059,745


