
（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

62,656,197,785 23,385,356,943
59,602,687,812 19,461,477,070

【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

27,718,875,843 1,504,203,118
△ 17,656,998,809 2,694,622,123

3,089,294,885 1,728,703,996

27,201,369,385 4,402,539
16,383,960,044 2,415,274,216

- -

- -
- 290,888,137
- 166,812,752

△ 2,368,049,768 316,980,956
- 1,275,105
- 15,214,440

34,287,190 65,407,149,218
30,558,236,100 △ 24,070,659,632
6,613,610,015 -

- 174,746,737
- 負債合計 26,079,979,066
-

△ 22,207,314,758
-
-

3,179,919,702
△ 1,127,707,982

43,927,715,423

953,426,358

124,503,389
33,912,475
90,590,914

172,013,700
5,375,864,552

△ 3,532,782,225

2,929,006,584
132,893,550
119,146,550
13,747,000

-
-

資産合計 負債及び純資産合計 67,416,468,652

2,668,535,299
82,144,363

13,820,514

-

67,416,468,652

△ 12,243,989

純資産合計 41,336,489,586

30,999,980

△ 31,114,556

19,618,554

1,679,173,491
-

1,679,173,491

572,593,886
271,771

2,750,679,662

163,627,761

4,760,270,867
1,415,530,469



（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

2,107,298

【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

24,189,160,900

10,757,597,246

4,816,520,473

4,339,639,580

217,582,434

7,383,530,698

257,191,161

5,458,416,128

3,189,014,116

264,373,855

1,919,537,187

85,490,970

482,660,645

269,352,830

300,607

213,007,208

13,431,563,654

6,038,276,356

9,756,600

3,792,795,937

2,909,151,636

883,644,301

△ 20,459,772,377

-

△ 20,396,364,963

2,396,890

62,424,173

-

1,768,877

3,182,526

3,182,526

66,589,940



（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 65,789,591,920 △ 24,127,611,690 -

純行政コスト（△） △ 20,459,772,377

財源 20,030,089,525 -

税収等 14,729,632,846

国県等補助金 5,300,456,679

本年度差額 △ 429,682,852 -

固定資産等の変動（内部変動） △ 379,433,213 379,433,213

有形固定資産等の増加 2,281,174,996 △ 2,281,174,996

有形固定資産等の減少 △ 2,408,171,491 2,408,171,491

貸付金・基金等の増加 422,223,684 △ 422,223,684

貸付金・基金等の減少 △ 674,660,402 674,660,402

資産評価差額 △ 2,141,600

無償所管換等 △ 867,894

他団体出資等分の増加 -

他団体出資等分の減少 -

その他 5 107,201,697

本年度純資産変動額 △ 382,442,702 56,952,058 -

本年度末純資産残高 65,407,149,218 △ 24,070,659,632 -

【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

△ 2,141,600

41,661,980,230

△ 20,459,772,377

20,030,089,525

14,729,632,846

5,300,456,679

△ 429,682,852

-

-

107,201,702

△ 325,490,644

41,336,489,586

△ 867,894



（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

1,768,879
-

269,402,830

【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

22,563,475,346
9,131,776,399
4,817,050,000
3,777,108,216

2,396,890

268,215,353
13,431,698,947
7,383,530,699
6,038,411,648

9,756,600
23,438,973,377
14,780,720,227
4,895,040,371
2,906,283,852

856,928,927
4,165,769

1,975,447,985
1,845,299,925

1,415,530,469
166,812,752

6,181,658
160,631,094

32,030,947
△ 114,328,098

△ 1,017,691,307

957,756,678
475,654,953

871,332,262

172,076,578
1,876,586,757
1,531,589,166

344,997,591

928,586
10,927,720

-

1,844,555,810
1,672,479,232

470,245,419

119,372,160
38,000

10,737,900
-

前年度末資金残高 1,363,045,815
本年度末資金残高 1,248,717,717

本年度資金収支額


