
（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

153,586,372,683 16,977,219,386

146,810,778,952 14,534,655,611

【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

38,135,576,682 72,852,000

△ 22,458,970,803 2,471,944,083

1,548,799,412 2,129,993,730

23,392,576,326 -

6,343,548,322 2,369,711,775

928,293,280 -

- -

- 177,089,417

601,071 52,008,769

△ 1,298,809,572 105,352,197

- 3,095,720

- -

192,999,280 158,223,805,284

122,385,350,737 △ 16,746,490,980

1,174,111,488 -

- 4,404,250

538,654 負債合計 19,449,163,469

-

△ 263,633,102,164

-

-

2,128,023,729

△ 1,356,001,126

384,020,618,910

428,371,886

60,116,137

59,961,153

154,984

51,699,900

2,389,622,037

△ 1,356,770,148

6,715,477,594

123,777,000

5,510,000

118,267,000

-

-

資産合計 負債及び純資産合計 160,926,477,773

3,884,794,739

746,298,562

4,165,640

17,101,000

160,926,477,773

△ 10,243,561

純資産合計 141,477,314,304

101,614,632

△ 37,800,639

65,001,144

5,883,061,011

-

5,883,061,011

112,611,543

6,339,300

4,631,093,301

216,453,704

7,323,004,090

2,514,036,723



（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

340,003

【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

34,359,519,513

17,881,501,064

4,194,044,341

3,415,125,100

177,324,617

14,859,499,953

601,254,621

12,918,155,385

2,729,154,654

1,069,714,376

7,931,888,650

1,187,397,705

769,301,338

186,011,652

79,770,148

503,519,538

16,478,018,449

1,594,696,316

23,822,180

3,775,996,166

976,144,885

2,799,851,281

△ 31,603,852,427

15,056,972

△ 30,583,523,347

547,973,489

439,652,248

-

49,733,436

17,030,093

1,973,121

1,037,359,173



（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 164,787,913,841 △ 18,566,657,228 -

純行政コスト（△） △ 31,603,852,427

財源 26,812,467,083 -

税収等 18,116,576,085

国県等補助金 8,695,890,998

本年度差額 △ 4,791,385,344 -

固定資産等の変動（内部変動） △ 6,607,316,298 6,607,316,298

有形固定資産等の増加 2,234,615,814 △ 2,234,615,814

有形固定資産等の減少 △ 8,470,968,807 8,470,968,807

貸付金・基金等の増加 1,129,037,520 △ 1,129,037,520

貸付金・基金等の減少 △ 1,500,000,825 1,500,000,825

資産評価差額 -

無償所管換等 44,627,313

他団体出資等分の増加 -

他団体出資等分の減少 -

その他 △ 1,419,572 4,235,294

本年度純資産変動額 △ 6,564,108,557 1,820,166,248 -

本年度末純資産残高 158,223,805,284 △ 16,746,490,980 -

【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

-

146,221,256,613

△ 31,603,852,427

26,812,467,083

18,116,576,085

8,695,890,998

△ 4,791,385,344

-

-

2,815,722

△ 4,743,942,309

141,477,314,304

44,627,313



（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

41,990,219
527,792,283

186,011,652

【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

26,988,003,184
10,509,902,900
4,744,815,136
5,282,388,474

547,973,489

296,687,638
16,478,100,284
14,859,499,953
1,594,696,316

23,904,015
28,448,537,739
18,126,539,343
6,642,414,409

975,431,154
2,704,152,833

589,963,708

2,850,559,452
1,993,166,300

2,514,036,723
26,023,181
3,170,332

22,852,849

△ 1,161,034,966
107,095,146

△ 130,233,018

2,720,326,434
1,546,803,344

1,398,363,130

26,271,000
1,063,009,000
1,063,009,000

-

7,425,768
5,158,636
1,772,105

2,224,043,966
2,197,772,966

1,159,166,581

857,393,152
-
-
-

前年度末資金残高 2,380,918,396
本年度末資金残高 2,488,013,542

本年度資金収支額


