
（単位：百万円）

金額
【資産の部】 【負債の部】

固定資産 15,248,422 固定負債 2,909,769
有形固定資産 13,633,238 地方債 2,578,882

事業用資産 5,097,792 長期未払金 103,683
土地 3,937,425 退職手当引当金 168,427
立木竹 -                           損失補償等引当金 33,146
建物 2,279,331 その他 25,631
建物減価償却累計額 △ 1,156,201 流動負債 428,640
工作物 31,369 1年内償還予定地方債 364,728
工作物減価償却累計額 △ 28,038 未払金 10,004
船舶 1,823 未払費用 -                            
船舶減価償却累計額 △ 1,823 前受金 -                            
浮標等 626 前受収益 -                            
浮標等減価償却累計額 △ 599 賞与等引当金 13,311
航空機 1,973 預り金 27,503
航空機減価償却累計額 △ 1,973 その他 13,095
その他 -                           3,338,409
その他減価償却累計額 -                           【純資産の部】
建設仮勘定 33,879 固定資産等形成分 15,534,739

インフラ資産 8,460,994 余剰分（不足分） △ 3,217,614
土地 7,383,798
建物 49,760
建物減価償却累計額 △ 33,399
工作物 2,012,632
工作物減価償却累計額 △ 1,098,853
その他 -                           
その他減価償却累計額 -                           
建設仮勘定 147,055

物品 115,906
物品減価償却累計額 △ 41,453

無形固定資産 10,424
ソフトウェア 9,433
その他 991

投資その他の資産 1,604,760
投資及び出資金 1,032,587

有価証券 264,987
出資金 245,505
その他 522,095

投資損失引当金 △ 84,548
長期延滞債権 20,199
長期貸付金 150,623
基金 532,632

減債基金 469,522
その他 63,109

その他 9,710
徴収不能引当金 △ 56,442

流動資産 407,112
現金預金 49,988
未収金 6,226
短期貸付金 5,754
基金 280,564

財政調整基金 166,643
減債基金 113,920

棚卸資産 67,792
その他 -                           
徴収不能引当金 △ 3,211

12,317,125

15,655,534 15,655,534

※百万円未満を四捨五入しているため、表中の内訳と合計が一致しない場合があります

※「－」は金額が存在しないもの、「0」は四捨五入の結果百万円未満のものを表しています

純資産合計

資産合計 負債及び純資産合計

一般会計等

貸借対照表
（平成29年3月31日現在）

科目 科目

負債合計



（単位：百万円）

経常費用 1,261,896

業務費用 489,033

人件費 198,619

職員給与費 170,035

賞与等引当金繰入額 12,774

退職手当引当金繰入額 6,490

その他 9,321

物件費等 254,057

物件費 128,397

維持補修費 28,770

減価償却費 96,645

その他 245

その他の業務費用 36,357

支払利息 36,995

徴収不能引当金繰入額 △ 718

その他 80

移転費用 772,863

補助金等 116,282

社会保障給付 527,548

他会計への繰出金 125,357

その他 3,676

経常収益 149,958

使用料及び手数料 67,122

その他 82,836

純経常行政コスト △ 1,111,938

臨時損失 61,377

災害復旧事業費 -                           

資産除売却損 48,595

投資損失引当金繰入額 76

損失補償等引当金繰入額 △ 1,886

その他 14,592

臨時利益 13,248

資産売却益 11,638

その他 1,610

純行政コスト △ 1,160,067
※百万円未満を四捨五入しているため、表中の内訳と合計が一致しない場合があります

※「－」は金額が存在しないもの、「0」は四捨五入の結果百万円未満のものを表しています

一般会計等

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



(単位：百万円）

固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）

前年度末純資産残高 12,148,507 15,504,443 △ 3,355,936

純行政コスト（△） △ 1,160,067 △ 1,160,067

財源 1,228,683 1,228,683

税収等 794,668 794,668

国県等補助金 434,015 434,015

本年度差額 68,616 68,616

固定資産等の変動（内部変動） △ 69,706 69,706

有形固定資産等の増加 46,845 △ 46,845

有形固定資産等の減少 △ 154,524 154,524

貸付金・基金等の増加 253,169 △ 253,169

貸付金・基金等の減少 △ 215,196 215,196

資産評価差額 25,287 25,287

無償所管換等 74,716 74,716

その他 -                          - -                          

本年度純資産変動額 168,619 30,296 138,322

本年度末純資産残高 12,317,125 15,534,739 △ 3,217,614

※百万円未満を四捨五入しているため、表中の内訳と合計が一致しない場合があります

※「－」は金額が存在しないもの、「0」は四捨五入の結果百万円未満のものを表しています

一般会計等

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：百万円）

【業務活動収支】

業務支出 1,186,344
業務費用支出 395,729

人件費支出 200,437
物件費等支出 158,297
支払利息支出 36,995
その他の支出 -                             

移転費用支出 790,616
補助金等支出 116,861
社会保障給付支出 527,548
他会計への繰出支出 125,357
その他の支出 20,849

業務収入 1,348,074
税収等収入 793,267
国県等補助金収入 405,565
使用料及び手数料収入 67,135
その他の収入 82,107

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 161,729
【投資活動収支】

投資活動支出 296,168
公共施設等整備費支出 42,998
基金積立金支出 243,091
投資及び出資金支出 3,411
貸付金支出 6,630
その他の支出 38

投資活動収入 264,569
国県等補助金収入 28,450
基金取崩収入 209,932
貸付金元金回収収入 4,219
資産売却収入 20,923
その他の収入 1,045

投資活動収支 △ 31,599
【財務活動収支】

財務活動支出 522,331
地方債等償還支出 323,137
その他の支出 199,193

財務活動収入 392,302
地方債等発行収入 197,605
その他の収入 194,697

財務活動収支 △ 130,029
101

1,865
1,966

前年度末歳計外現金残高 47,770
本年度歳計外現金増減額 252
本年度末歳計外現金残高 48,022
本年度末現金預金残高 49,988
※百万円未満を四捨五入しているため、表中の内訳と合計が一致しない場合があります

※「－」は金額が存在しないもの、「0」は四捨五入の結果百万円未満のものを表しています

本年度資金収支額
前年度末資金残高
本年度末資金残高

一般会計等

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
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