
（単位：百万円）

金額
【資産の部】 【負債の部】

固定資産 17,965,034 固定負債 4,446,625
有形固定資産 16,929,214 地方債等 3,882,782

事業用資産 6,683,465 長期未払金 109,642
土地 4,196,961 退職手当引当金 317,391
土地減損損失累計額 △ 17,583 損失補償等引当金 486
立木竹 -                           その他 136,324
建物 3,042,202 流動負債 692,277
建物減価償却累計額 △ 1,504,205 1年内償還予定地方債等 495,753
建物減損損失累計額 △ 65,744 未払金 110,901
工作物 1,913,678 未払費用 297
工作物減価償却累計額 △ 930,202 前受金 13,244
工作物減損損失累計額 △ 815 前受収益 385
船舶 2,880 賞与等引当金 22,062
船舶減価償却累計額 △ 2,880 預り金 34,856
船舶減損損失累計額 -                           その他 14,779
浮標等 626 5,138,902
浮標等減価償却累計額 △ 599 【純資産の部】
航空機 1,973 固定資産等形成分 18,247,993
航空機減価償却累計額 △ 1,973 余剰分（不足分） △ 4,421,250
その他 151 他団体出資等分 8,784
その他減価償却累計額 △ 0
建設仮勘定 48,996

インフラ資産 9,805,511
土地 7,510,468
建物 213,375
建物減価償却累計額 △ 118,595
工作物 3,899,471
工作物減価償却累計額 △ 1,937,864
その他 -                           
その他減価償却累計額 -                           
建設仮勘定 238,657

物品 1,264,609
物品減価償却累計額 △ 824,176
物品減損損失累計額 △ 195

無形固定資産 44,230
ソフトウェア 16,021
その他 28,209

投資その他の資産 991,590
投資及び出資金 328,776

有価証券 191,589
出資金 137,187
その他 -                           

投資損失引当金 -                           
長期延滞債権 39,583
長期貸付金 49,161
基金 580,692

減債基金 469,522
その他 111,169

その他 28,091
徴収不能引当金 △ 34,712

流動資産 1,009,395
現金預金 399,062
未収金 51,374
短期貸付金 2,000
基金 280,959

財政調整基金 166,643
減債基金 114,315

棚卸資産 267,324
その他 11,705
徴収不能引当金 △ 3,028

13,835,527

18,974,429 18,974,429

※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

連結

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 2,506,764

業務費用 970,657

人件費 349,731

職員給与費 304,119

賞与等引当金繰入額 19,745

退職手当引当金繰入額 12,861

その他 13,005

物件費等 545,080

物件費 255,832

維持補修費 59,075

減価償却費 226,442

その他 3,731

その他の業務費用 75,847

支払利息 63,924

徴収不能引当金繰入額 4,333

その他 7,589

移転費用 1,536,106

補助金等 1,001,390

社会保障給付 527,731

他会計への繰出金 -                           

その他 6,985

経常収益 611,926

使用料及び手数料 355,117

その他 256,810

純経常行政コスト △ 1,894,837

臨時損失 93,579

災害復旧事業費 -                           

資産除売却損 52,374

投資損失引当金繰入額 -                           

損失補償等引当金繰入額 △ 19

その他 41,225

臨時利益 19,651

資産売却益 14,767

その他 4,884

純行政コスト △ 1,968,766
※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

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



(単位：百万円）

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 13,617,234 18,245,193 △ 4,634,991 7,031

純行政コスト（△） △ 1,968,766 △ 1,969,995 1,229

財源 2,080,325 2,080,320 5

税収等 1,307,274 1,307,274 -                          

国県等補助金 773,052 773,047 5

本年度差額 111,559 110,325 1,234

固定資産等の変動（内部変動）

有形固定資産等の増加

有形固定資産等の減少

貸付金・基金等の増加

貸付金・基金等の減少

資産評価差額 31,041

無償所管換等 79,142

他団体出資等分の増加 -                          -                          

他団体出資等分の減少 -                          -                          

その他 △ 3,450

本年度純資産変動額 218,292 2,799 213,741 1,752

本年度末純資産残高 13,835,527 18,247,993 △ 4,421,250 8,784

※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

連結

科目 合計

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
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