
H28財務四表（全体）連結様式.xlsx

【様式第1号】

（単位：円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 169,069,974,110   固定負債 29,351,645,966

    有形固定資産 162,101,352,677     地方債等 24,562,779,763

      事業用資産 45,342,696,376     長期未払金 -

        土地 25,850,460,752     退職手当引当金 1,871,529,000

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 35,461,401,789     その他 2,917,337,203

        建物減価償却累計額 -19,650,599,245   流動負債 1,760,510,869

        工作物 29,919,240     １年内償還予定地方債等 819,633,961

        工作物減価償却累計額 -     未払金 315,886,955

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 7,313,673

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 225,681,806

        航空機 -     預り金 391,994,474

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 31,112,156,835

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 3,651,513,840   固定資産等形成分 178,482,576,913

      インフラ資産 114,708,693,772   余剰分（不足分） -26,781,717,190

        土地 611,366,361   他団体出資等分 -

        建物 1,246,138,360

        建物減価償却累計額 -396,583,252

        工作物 216,233,081,185

        工作物減価償却累計額 -103,215,161,266

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 229,852,384

      物品 5,428,821,641

      物品減価償却累計額 -3,378,859,112

    無形固定資産 109,904,122

      ソフトウェア 107,765,022

      その他 2,139,100

    投資その他の資産 6,858,717,311

      投資及び出資金 91,538,766

        有価証券 -

        出資金 91,538,766

        その他 -

      長期延滞債権 401,211,937

      長期貸付金 892,590

      基金 6,388,629,119

        減債基金 -

        その他 6,388,629,119

      その他 8,737,762

      徴収不能引当金 -32,292,863

  流動資産 13,743,042,448

    現金預金 4,074,556,538

    未収金 279,312,060

    短期貸付金 782,975

    基金 9,411,819,828

      財政調整基金 5,793,653,357

      減債基金 3,618,166,471

    棚卸資産 1,268,228

    その他 2,526,252

    徴収不能引当金 -27,223,433

  繰延資産 - 純資産合計 151,700,859,723

資産合計 182,813,016,558 負債及び純資産合計 182,813,016,558

全体貸借対照表
（平成29年3月31日現在）



【様式第2号】

（単位：円）

全体行政コスト計算書
自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日

科目名 金額

  経常費用 28,044,865,539

    業務費用 13,486,896,172

      人件費 2,999,855,573

        職員給与費 2,555,938,068

        賞与等引当金繰入額 223,109,806

        退職手当引当金繰入額 14,222,000

        その他 206,585,699

      物件費等 10,107,804,824

        物件費 4,633,481,291

        維持補修費 334,571,704

        減価償却費 5,129,681,295

        その他 10,070,534

      その他の業務費用 379,235,775

        支払利息 230,746,313

        徴収不能引当金繰入額 56,192,615

        その他 92,296,847

    移転費用 14,557,969,367

      補助金等 10,466,520,503

      社会保障給付 2,881,829,616

      その他 1,209,619,248

  経常収益 1,219,843,693

    使用料及び手数料 913,347,800

    その他 306,495,893

純経常行政コスト 26,825,021,846

  臨時損失 100,517,898

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 99,051,126

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 1,466,772

  臨時利益 11,977,755

    資産売却益 11,975,570

    その他 2,185

純行政コスト 26,913,561,989



【様式第3号】

（単位：円）

科目名 合計 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 152,810,194,840 177,630,385,406 -24,820,190,566 -

  純行政コスト（△） -26,913,561,989 -26,913,561,989 -

  財源 25,580,663,025 25,580,663,025 -

    税収等 19,839,545,599 19,839,545,599 -

    国県等補助金 5,741,117,426 5,741,117,426 -

  本年度差額 -1,332,898,964 -1,332,898,964 -

  固定資産等の変動（内部変動） 609,827,660 -609,827,660

    有形固定資産等の増加 6,490,447,628 -6,490,447,628

    有形固定資産等の減少 -5,228,735,725 5,228,735,725

    貸付金・基金等の増加 2,051,160,521 -2,051,160,521

    貸付金・基金等の減少 -2,703,044,764 2,703,044,764

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 242,363,847 242,363,847

  他団体出資等分の増加 - -

  他団体出資等分の減少 - -

  比例連結割合変更に伴う差額 - - - -

  その他 -18,800,000 - -18,800,000

  本年度純資産変動額 -1,109,335,117 852,191,507 -1,961,526,624 -

本年度末純資産残高 151,700,859,723 178,482,576,913 -26,781,717,190 -

全体純資産変動計算書
自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日



【様式第4号】

（単位：円）

全体資金収支計算書
自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 22,821,917,421

    業務費用支出 8,263,948,054

      人件費支出 2,982,134,474

      物件費等支出 4,969,724,953

      支払利息支出 230,746,313

      その他の支出 81,342,314

    移転費用支出 14,557,969,367

      補助金等支出 10,466,520,503

      社会保障給付支出 2,881,829,616

      その他の支出 1,209,619,248

  業務収入 25,777,543,171

    税収等収入 19,674,774,396

    国県等補助金収入 4,917,101,926

    使用料及び手数料収入 909,274,007

    その他の収入 276,392,842

  臨時支出 1,466,772

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 1,466,772

  臨時収入 2,185

業務活動収支 2,954,161,163

【投資活動収支】

  投資活動支出 9,339,195,244

    公共施設等整備費支出 6,760,448,514

    基金積立金支出 2,575,746,730

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 3,000,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 4,120,034,519

    国県等補助金収入 845,762,500

    基金取崩収入 2,412,746,322

    貸付金元金回収収入 806,284,697

    資産売却収入 15,440,014

    その他の収入 39,800,986

投資活動収支 -5,219,160,725

【財務活動収支】

  財務活動支出 2,215,380,186

    地方債等償還支出 2,215,380,186

    その他の支出 -

  財務活動収入 4,763,479,000

    地方債等発行収入 4,763,479,000

    その他の収入 -

前年度末歳計外現金残高 391,649,145

本年度歳計外現金増減額 -180,311

本年度末歳計外現金残高 391,468,834

本年度末現金預金残高 4,074,556,538

財務活動収支 2,548,098,814

本年度資金収支額 283,099,252

前年度末資金残高 3,399,988,452

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 3,683,087,704
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