
（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

164,969,180,412 25,823,431,190

157,796,988,709 20,615,484,655

【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

36,342,591,907 2,848,408,350

△ 13,384,222,596 3,013,073,931

739,923,875 2,174,827,380

42,499,908,165 -

17,605,676,240 2,359,538,185

- -

- -

- 192,744,936

- 184,450,751

△ 432,219,679 75,187,446

4,541,750 -

△ 2,215,863 -

1,625,832,531 172,355,019,732

114,792,676,561 △ 26,465,986,876

2,357,461,560 -

- 385,863,418

- 負債合計 28,836,505,121

-

△ 43,242,200,844

-

-

389,766,804

△ 150,865,658

155,227,175,099

255,835,727

162,010,327

161,849,727

160,600

211,339,600

1,869,921,112

△ 1,365,517,129

7,010,181,376

440,691,818

135,262,703

305,429,115

-

-

資産合計 負債及び純資産合計 174,725,537,977

3,762,446,562

3,609,592,758

39,774,000

-

174,725,537,977

△ 19,941,418

純資産合計 145,889,032,856

12,979,049

△ 30,726,550

441,510

6,331,401,332

-

6,331,401,332

249,079,671

13,800,000

7,372,039,320

-

9,756,357,565

2,101,164,482



（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

79,138,000

【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

34,929,544,944

13,070,908,417

3,829,714,526

3,277,060,635

196,902,936

18,119,681,677

276,612,955

8,620,019,813

3,206,479,333

1,337,826,343

4,004,568,569

71,145,568

621,174,078

262,374,018

35,120,652

323,679,408

21,858,636,527

3,267,693,183

471,261,667

2,187,684,633

1,180,507,327

1,007,177,306

△ 32,438,586,131

342,242,795

△ 32,741,860,311

4,221,532

11,249,281

-

23,497,802

342,242,795

-

38,968,615



（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 171,722,828,510 △ 25,640,871,181 -

純行政コスト（△） △ 32,438,586,131

財源 32,221,049,529 -

税収等 19,343,101,811

国県等補助金 12,877,947,718

本年度差額 △ 217,536,602 -

固定資産等の変動（内部変動） 602,548,028 △ 602,548,028

有形固定資産等の増加 3,959,190,865 △ 3,959,190,865

有形固定資産等の減少 △ 4,042,700,452 4,042,700,452

貸付金・基金等の増加 2,382,247,970 △ 2,382,247,970

貸付金・基金等の減少 △ 1,696,190,355 1,696,190,355

資産評価差額 59,451,413

無償所管換等 △ 32,293,094

他団体出資等分の増加 -

他団体出資等分の減少 -

その他 2,484,875 △ 5,031,065

本年度純資産変動額 632,191,222 △ 825,115,695 -

本年度末純資産残高 172,355,019,732 △ 26,465,986,876 -

【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

146,081,957,329

△ 32,438,586,131

32,221,049,529

19,343,101,811

12,877,947,718

145,889,032,856

△ 32,293,094

59,451,413

△ 217,536,602

-

-

△ 2,546,190

△ 192,924,473



（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

11,805,394

-

262,374,018

【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

30,799,903,278

8,941,266,751

3,741,886,430

4,622,216,977

4,221,532

314,789,326

21,858,636,527

18,119,681,677

3,267,693,183

471,261,667

33,008,825,037

19,180,819,469

11,881,268,144

1,157,939,448

788,797,976

16,026,926

6,262,032,145

4,074,430,805

2,101,164,482

184,450,751

377,467

184,073,284

1,506,417,527

26,037,183

△ 3,673,275,177

2,588,756,968

1,054,683,278

2,192,894,833

1,380,519

3,628,431,872

3,261,349,334

367,082,538

13,800,000

-

955,724

2,122,014,345

2,120,633,826

1,519,317,966

2,173,801,340

-

13,800,000

-

前年度末資金残高 1,890,676,548

本年度末資金残高 1,916,713,731

本年度資金収支額


