
（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

57,629,627,716 31,847,111,992
54,005,409,911 26,877,707,990

【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

34,933,591,949 1,674,587,162
△ 18,518,112,890 3,413,886,496

362,367,966 2,412,965,830

28,764,721,912 153,419,149
9,858,838,409 2,964,699,691
2,201,617,208 176,698,000

- -
- 291,310,041
- 235,392,990

△ 85,580,730 283,827,672
- 2,568,000
- -

- 59,219,590,115
23,617,087,588 △ 30,545,434,794

659,835,529 142,268,200

- 187,821,963
12,000,000 負債合計 35,260,998,488

-

△ 26,392,301,572
-
-

1,019,315,466
△ 640,858,968
48,910,230,329

579,185,761

13,433,622
422,100

13,011,522

60,866,804
3,785,323,940

△ 2,161,723,529

3,610,784,183
580,466,710
29,447,950

551,018,760
-
-

資産合計 負債及び純資産合計 64,077,422,009

1,450,000,376
71,528,306

153,859,138

-

64,077,422,009

△ 9,361,529

純資産合計 28,816,423,521

365,239,156

△ 27,488,973

8,162,634

774,471,865
-

774,471,865

727,304,028
68,433,717

1,521,528,682

1,338,909,664

6,447,794,293
3,977,867,623



（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

411,314,000

【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

32,810,874,412

14,510,097,419

5,374,064,109

4,324,190,590

291,310,041

16,153,345,197

347,249,478

7,868,329,757

4,968,037,261

804,942,071

2,051,920,140

43,430,285

1,267,703,553

320,814,684

9,626,745

937,262,124

18,300,776,993

2,049,503,138

97,928,658

4,368,217,893

2,550,785,065

1,817,432,828

△ 30,163,799,370

10,092,752

△ 28,442,656,519

1,715,134,549

22,719,085

△ 16,424,000

9,805,969

10,092,752

-

1,731,235,603



（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 60,727,461,806 △ 31,441,641,509 142,057,600

純行政コスト（△） △ 30,163,799,370

財源 29,494,327,889 -

税収等 19,892,553,832

国県等補助金 9,601,774,057

本年度差額 △ 669,471,481 -

固定資産等の変動（内部変動） △ 1,570,945,103 1,570,945,103

有形固定資産等の増加 343,555,263 △ 343,555,263

有形固定資産等の減少 △ 1,989,997,753 1,989,997,753

貸付金・基金等の増加 450,183,802 △ 450,183,802

貸付金・基金等の減少 △ 374,686,415 374,686,415

資産評価差額 33,886,636

無償所管換等 11,125,812

他団体出資等分の増加 210,600

他団体出資等分の減少 -

その他 18,060,964 △ 5,266,907

本年度純資産変動額 △ 1,507,871,691 896,206,715 210,600

本年度末純資産残高 59,219,590,115 △ 30,545,434,794 142,268,200

【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

33,886,636

29,427,877,897

△ 30,163,799,370

29,494,327,889

19,892,553,832

9,601,774,057

△ 669,471,481

210,600

-

12,794,057

△ 611,454,376

28,816,423,521

11,125,812



（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

7,688,714
1,463,026,966

320,814,684

【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

30,927,690,512
12,401,621,286
4,968,642,643
6,340,533,993

1,715,134,549

771,629,966
18,526,069,226
16,153,345,197
2,049,503,138

323,220,891
29,333,107,615
19,921,807,012
5,724,469,579
2,552,279,385
1,134,551,639
1,722,823,263

540,989,133
346,150,748

3,977,867,623
235,392,990
44,388,452

191,004,538

815,928,527
1,110,239,195

2,148,689,862

2,689,678,995
2,415,228,032

△ 1,854,379,194

2,429,508
2,751,861,702
2,751,861,702

-

77,532,808
700,875

165,245,616

1,935,933,175
1,933,503,667

30,971,664

108,858,385
-

85,980,000
-

前年度末資金残高 2,632,235,438
本年度末資金残高 3,742,474,633

本年度資金収支額


