
（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

31,906,664,132 9,439,188,113
30,440,882,132 8,347,022,387

【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

10,518,781,982 419,007,703
△ 6,037,856,824 1,046,645,347

432,877,851 798,291,648

13,276,137,046 10,857,000
8,394,684,656 662,301,023

- -

- -
- 68,094,625
- 27,109,575

△ 276,420,899 102,077,701
- 1,596,564
- 295,680

244,070,280 33,871,277,568
17,093,445,983 △ 8,809,669,726
2,300,355,651 -

- 49,179,554
- 負債合計 10,485,833,460
-

△ 14,086,958,293
-
-

136,325,700
△ 71,789,342

28,805,791,267

338,979,724

90,801,153
90,801,153

-

9,721,000
573,505,785

△ 502,206,682

1,374,980,847
30,096,000

-
30,096,000

-
-

資産合計 負債及び純資産合計 35,547,441,302

1,728,023,436
236,493,000

346,304

-

35,547,441,302

△ 13,279,598

純資産合計 25,061,607,842

1,000,000

△ 24,601,918

201,853,681

1,019,237,921
-

1,019,237,921

166,308,617
97,000

1,964,516,436

10,269,120

3,640,777,170
1,320,934,730



（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

16,085,545

【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

10,394,465,701

4,452,729,871

1,223,274,177

997,434,934

73,843,148

4,628,749,234

135,910,550

2,958,684,389

1,973,899,122

120,535,423

856,572,556

7,677,288

270,771,305

136,376,556

1,259,941

133,134,808

5,941,735,830

1,276,098,564

36,888,032

1,303,938,081

868,537,277

435,400,804

△ 9,126,427,582

6,212,380

△ 9,090,527,620

1,506,600

3

-

40,610,738

6,217,379

4,999

42,117,341



（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 33,794,921,238 △ 9,144,029,499 -

純行政コスト（△） △ 9,126,427,582

財源 9,481,853,626 -

税収等 7,000,291,978

国県等補助金 2,481,561,648

本年度差額 355,426,044 -

固定資産等の変動（内部変動） 20,646,080 △ 20,646,080

有形固定資産等の増加 1,249,713,502 △ 1,249,713,502

有形固定資産等の減少 △ 1,203,807,458 1,203,807,458

貸付金・基金等の増加 490,933,328 △ 490,933,328

貸付金・基金等の減少 △ 516,193,292 516,193,292

資産評価差額 -

無償所管換等 58,154,891

他団体出資等分の増加 -

他団体出資等分の減少 -

その他 △ 2,444,641 △ 420,191

本年度純資産変動額 76,356,330 334,359,773 -

本年度末純資産残高 33,871,277,568 △ 8,809,669,726 -

【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

-

24,650,891,739

△ 9,126,427,582

9,481,853,626

7,000,291,978

2,481,561,648

355,426,044

-

-

△ 2,864,832

410,716,103

25,061,607,842

58,154,891



（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

36,526,397
5,884,999

128,235,152

【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

9,492,768,655
3,551,032,825
1,207,273,484
2,110,984,004

1,506,600

104,540,185
5,941,735,830
4,628,749,234
1,276,098,564

36,888,032
10,542,137,950
6,686,072,381
2,325,395,648

869,984,090
660,685,831
38,032,997

1,254,956,965
948,982,215

1,320,934,730
27,109,575

346,554
26,763,021

△ 88,246,704
228,578,252

△ 700,396,341

554,560,624
156,166,000

1,017,221,297

55,459,458
594,200,000
594,200,000

-

-
-

2,139,992

682,446,704
626,987,246

396,254,632

305,638,787
-

63,000
272,963

前年度末資金残高 1,065,246,903
本年度末資金残高 1,293,825,155

本年度資金収支額


