
（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

67,862,760

△ 9,260,691

26,334,289

1,156,589,517
-

1,156,589,517

250,856,500
21,000,000

981,175,324

3,513,456

3,858,414,600
2,579,189,944

資産合計 負債及び純資産合計 53,105,552,394

672,978,389
308,196,935

2,348,162

-

53,105,552,394

△ 2,489,619

純資産合計 38,938,568,043

222,482,137

1,248,828
884,135
364,693

65,020,468
993,598,258

△ 772,238,721

1,635,711,529
194,524,350

54,350
194,470,000

-
-

△ 31,039,741,587
-
-

69,483,141
△ 54,176,022

64,105,438,157

1,404,000 50,249,313,117
33,265,758,465 △ 11,322,245,074

119,734,308 11,500,000

- 12,104,756
6,360,576 負債合計 14,166,984,351

-

- -
- 178,668,653
- 91,292,596

△ 218,070,995 95,899,167
- 217,341
- 114,012

20,199,619,876 234,031,852
△ 12,743,949,530 1,606,150,452

517,960,986 1,227,853,927

14,123,059,435 -
3,044,332,022 2,203,407,014
3,315,402,500 -

49,247,137,794 12,560,833,899
47,610,177,437 10,123,395,033

【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 △ 22,464,356,476

35,534,523

△ 20,129,025,590

2,265,971,643

95,955,124

-

8,938,642

35,534,523

-

2,370,865,409

906,926,635

23,691,070

2,120,172,645

909,709,450

1,210,463,195

11,421,556,648

399,044,835

5,383,977,874

2,947,106,337

574,063,897

1,697,357,084

165,450,556

1,136,704,037

119,034,293

25,815,564

991,854,180

12,352,174,353

206,414,000

【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

22,249,198,235

9,897,023,882

3,376,341,971

2,592,214,483

178,668,653



（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 52,045,339,511 △ 11,956,610,956 11,500,000

純行政コスト（△） △ 22,464,356,476

財源 21,243,684,355 -

税収等 14,038,426,784

国県等補助金 7,205,257,571

本年度差額 △ 1,220,672,121 -

固定資産等の変動（内部変動） △ 1,827,551,221 1,827,551,221

有形固定資産等の増加 1,007,481,225 △ 1,007,481,225

有形固定資産等の減少 △ 1,983,611,562 1,983,611,562

貸付金・基金等の増加 411,694,231 △ 411,694,231

貸付金・基金等の減少 △ 1,263,115,115 1,263,115,115

資産評価差額 15,384

無償所管換等 23,179,901

他団体出資等分の増加 -

他団体出資等分の減少 -

その他 8,329,542 27,486,782

本年度純資産変動額 △ 1,796,026,394 634,365,882 -

本年度末純資産残高 50,249,313,117 △ 11,322,245,074 11,500,000

△ 1,220,672,121

-

-

35,816,324

△ 1,161,660,512

38,938,568,043

23,179,901

15,384

40,100,228,555

△ 22,464,356,476

21,243,684,355

14,038,426,784

7,205,257,571

【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 1,613,433,696
本年度末資金残高 2,487,897,348

本年度資金収支額

△ 1,130,143,701

2,226,597
1,348,100,000
1,348,100,000

-

10,263,284
-

27,432,354

1,393,193,252
1,390,966,655

1,097,481,586

294,207,665
-

8,020,000
-

1,103,958,105
801,730,440

2,579,189,944
91,292,596
26,638,111
64,654,485

△ 45,093,252
874,463,652

2,049,700,605

3,153,658,710
2,018,481,486

14,054,548,901
3,521,352,495

910,104,437
1,294,767,599
2,274,913,465

12,352,174,354
11,421,556,649

906,926,635
23,691,070

19,780,773,432

8,941,822
1,713,580,808

119,034,293

【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

20,349,584,476
7,997,410,122
3,170,280,329
3,799,557,539

2,265,971,643

908,537,961


