
（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

16,536,000

△ 1,408,496

4,866,032

2,744,473,661
-

2,744,473,661

20,856,062
168,000

6,071,356,829

8,856,083

6,812,088,529
715,460,650

資産合計 負債及び純資産合計 26,418,134,589

5,148,092,726
923,264,103

5,540

-

26,418,134,589

△ 624,584

純資産合計 21,634,299,764

31,704,189

30,976,328
30,976,328

-

-
454,013,373

△ 341,462,250

2,829,251,837
29,090,400

276,000
28,814,400

-
-

△ 11,436,949,530
-
-

151,458,471
△ 113,114,833
21,889,676,238

8,499,600 25,677,570,889
10,557,809,107 △ 4,067,771,125

66,738,761 24,500,000

- 2,281,967
- 負債合計 4,783,834,825
-

- -
- 64,193,892
- 26,083,510

△ 201,074,295 55,913,938
- 10,695,428
- 117,051

12,148,353,098 3,407,802
△ 8,039,617,158 532,855,910

371,686,173 373,570,124

6,075,457,665 -
1,344,123,007 841,962,259

443,487,240 -

19,606,046,060 4,250,978,915
16,745,817,895 3,405,608,854

【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 △ 6,933,151,309

16,600

△ 6,688,262,598

237,949,910

7,948,800

-

194,600

1,204,599

1,187,999

246,093,310

344,360,294

36,944,834

764,408,684

129,061,607

635,347,077

3,580,104,605

46,818,308

2,096,220,744

933,279,175

201,148,142

760,665,900

201,127,527

128,561,298

30,876,688

3,419,209

94,265,401

3,961,409,733

145,806,114

【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

7,452,671,282

3,491,261,549

1,266,479,507

1,009,661,193

64,193,892



（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 25,523,897,649 △ 4,034,700,239 24,500,000

純行政コスト（△） △ 6,933,151,309

財源 6,820,256,611 -

税収等 4,692,528,131

国県等補助金 2,127,728,480

本年度差額 △ 112,894,698 -

固定資産等の変動（内部変動） △ 61,915,508 61,915,508

有形固定資産等の増加 514,296,259 △ 514,296,259

有形固定資産等の減少 △ 777,976,399 777,976,399

貸付金・基金等の増加 811,649,435 △ 811,649,435

貸付金・基金等の減少 △ 609,884,803 609,884,803

資産評価差額 -

無償所管換等 229,337,866

他団体出資等分の増加 -

他団体出資等分の減少 -

その他 △ 13,749,118 17,908,304

本年度純資産変動額 153,673,240 △ 33,070,886 -

本年度末純資産残高 25,677,570,889 △ 4,067,771,125 24,500,000

△ 112,894,698

-

-

4,159,186

120,602,354

21,634,299,764

229,337,866

-

21,513,697,410

△ 6,933,151,309

6,820,256,611

4,692,528,131

2,127,728,480

【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 669,138,410
本年度末資金残高 689,377,140

本年度資金収支額

595,529,956

2,108,880
430,572,500
430,572,500

-

7,107,000
1,188,000

-

395,253,455
393,144,575

586,209,746

776,581,900
13,000,000
8,480,000

-

1,288,023,220
489,961,320

715,460,650
26,083,510
9,701,296

16,382,214

35,319,045
20,238,730

△ 610,610,271

677,412,949
82,908,203

4,691,605,280
1,651,054,277

128,576,727
618,710,401
240,479,499

4,055,648,638
3,580,104,605

344,360,294
131,183,739

7,089,946,685

2,529,589
394,059,014

30,876,688

【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

6,647,996,244
2,592,347,606
1,120,046,876
1,352,980,442

237,949,910

88,443,600


