
③　連結財務書類



（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

71,829,693,279 24,413,019,313
68,295,676,450 15,321,059,782

【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

21,690,303,987 6,792,256,669
△ 12,074,762,950 2,547,553,071

3,039,234,288 1,982,698,924

16,005,572,935 -
4,912,791,140 2,292,446,862

- 7,256,000

- -
- 194,727,456
- 93,188,100

△ 1,824,753,251 250,590,760
- 2,426,749
- -

254,408,371 75,359,745,395
50,571,693,440 △ 22,708,326,365

556,797,349 7,350,000

- 23,921,082
8,865,379 負債合計 26,960,572,384

△ 514,029

△ 65,246,399,937
34,838,067

△ 34,838,066

2,315,540,601
△ 1,136,080,234
113,854,282,460

113,687,927

271,867,641
140,469

271,727,172

227,553,200
6,907,411,016

△ 5,189,000,941

3,262,149,188
58,837,000

-
58,837,000

-
-

資産合計 負債及び純資産合計 79,619,341,414

3,507,987,719
21,511,570

4,317,369

-
79,619,341,414

△ 2,272,322
純資産合計 52,658,769,030

22,145,551

△ 3,811,719

97,126,726

3,071,290,429
-

3,071,290,429

457,848,814
552,827

3,529,499,289

-

7,789,648,135
3,702,575,432

－44－



（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

405,446,169

【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

21,165,233,875

10,823,107,602

3,428,628,792

2,686,947,655

194,727,456

9,298,036,508

141,507,512

7,038,188,842

2,979,029,386

957,652,233

2,994,708,942

106,798,281

356,289,968

142,857,817

13,117,575

200,314,576

10,342,126,273

948,285,170

95,804,595

3,363,309,206

2,541,674,740

821,634,466

△ 17,938,842,574

26,886,965

△ 17,801,924,669

67,616,944

1,295,307

-

94,892,619

26,886,965

-

163,804,870

－45－



（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 76,485,762,738 △ 23,086,097,297 7,350,000

純行政コスト（△） △ 17,938,842,574

財源 16,367,730,055 -

税収等 12,229,163,239

国県等補助金 4,138,566,816

本年度差額 △ 1,571,112,519 -

固定資産等の変動（内部変動） △ 1,950,853,894 1,950,853,894

有形固定資産等の増加 1,599,776,966 △ 1,599,776,966

有形固定資産等の減少 △ 3,298,459,575 3,298,459,575

貸付金・基金等の増加 424,053,413 △ 424,053,413

貸付金・基金等の減少 △ 676,224,698 676,224,698

資産評価差額 △ 29,956,679

無償所管換等 857,639,867

他団体出資等分の増加 -

他団体出資等分の減少 -

その他 △ 2,846,637 △ 1,970,443

本年度純資産変動額 △ 1,126,017,343 377,770,932 -

本年度末純資産残高 75,359,745,395 △ 22,708,326,365 7,350,000

【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

△ 29,956,679

53,407,015,441

△ 17,938,842,574

16,367,730,055

12,229,163,239

4,138,566,816

△ 1,571,112,519

-

-

△ 4,817,080

△ 748,246,411

52,658,769,030

857,639,867

－46－



（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

94,500,875
7,319,640

142,857,817

【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

18,267,713,757
7,772,204,569
3,022,331,876
4,363,754,041

67,616,944

243,260,835
10,495,509,188
9,298,050,914

948,285,170
249,173,104

19,200,193,583
12,230,660,061
3,472,899,085
2,542,408,139

954,226,298
162,117,819

1,690,178,608
1,322,796,042

3,702,575,432
93,188,100
3,651,939

89,536,161

△ 483,774,988
185,959,800

△ 107,946,859

1,582,231,749
551,578,046

777,681,647

-
1,497,416,218
1,379,876,800

117,539,418

10,544,696
7,213,019

406,726,492

1,981,191,206
1,981,191,206

606,169,496

353,395,566
-

13,987,000
-

前年度末資金残高 3,423,427,532
本年度末資金残高 3,609,387,332

本年度資金収支額

－47－


