
（単位：百万円）

金額
【資産の部】 【負債の部】

固定資産 17,694,486 固定負債 4,304,247
有形固定資産 16,467,138 地方債等 3,794,225

事業用資産 6,343,554 長期未払金 108,222
土地 4,064,063 退職手当引当金 287,718
土地減損損失累計額 △ 2,321 損失補償等引当金 33,146
立木竹 -                           その他 80,936
建物 2,586,229 流動負債 645,399
建物減価償却累計額 △ 1,329,871 1年内償還予定地方債等 490,027
建物減損損失累計額 △ 292 未払金 77,821
工作物 1,796,368 未払費用 110
工作物減価償却累計額 △ 828,155 前受金 11,955
工作物減損損失累計額 -                           前受収益 0
船舶 2,880 賞与等引当金 18,612
船舶減価償却累計額 △ 2,880 預り金 33,029
船舶減損損失累計額 -                           その他 13,845
浮標等 626 4,949,646
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 17,979,748
航空機減価償却累計額 △ 1,973 余剰分（不足分） △ 4,333,230
その他 -                           
その他減価償却累計額 -                           
建設仮勘定 57,504

インフラ資産 9,728,061
土地 7,490,109
建物 203,442
建物減価償却累計額 △ 114,815
工作物 3,853,059
工作物減価償却累計額 △ 1,927,675
その他 -                           
その他減価償却累計額 -                           
建設仮勘定 223,941

物品 1,194,581
物品減価償却累計額 △ 799,058
物品減損損失累計額 -                           

無形固定資産 37,123
ソフトウェア 14,376
その他 22,747

投資その他の資産 1,190,224
投資及び出資金 537,849

有価証券 291,668
出資金 246,181
その他 -                           

投資損失引当金 △ 40,169
長期延滞債権 38,085
長期貸付金 132,833
基金 570,985

減債基金 469,522
その他 101,463

その他 17,623
徴収不能引当金 △ 66,982

流動資産 901,678
現金預金 313,255
未収金 33,847
短期貸付金 4,304
基金 280,959

財政調整基金 166,643
減債基金 114,315

棚卸資産 266,205
その他 6,512
徴収不能引当金 △ 3,403

13,646,518

18,596,164 18,596,164

※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

全体会計

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 2,050,366

業務費用 790,882

人件費 276,548

職員給与費 237,822

賞与等引当金繰入額 17,723

退職手当引当金繰入額 11,013

その他 9,990

物件費等 450,147

物件費 197,687

維持補修費 45,429

減価償却費 203,429

その他 3,602

その他の業務費用 64,186

支払利息 60,383

徴収不能引当金繰入額 3,587

その他 216

移転費用 1,259,484

補助金等 727,673

社会保障給付 527,731

他会計への繰出金 -                           

その他 4,079

経常収益 451,664

使用料及び手数料 347,408

その他 104,256

純経常行政コスト △ 1,598,703

臨時損失 72,733

災害復旧事業費 -                           

資産除売却損 52,107

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 22,437

臨時利益 17,569

資産売却益 13,986

その他 3,583

純行政コスト △ 1,653,867
※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

全体会計

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 13,400,685 17,961,146 △ 4,560,461

純行政コスト（△） △ 1,653,867 △ 1,653,867

財源 1,789,646 1,789,646

税収等 1,142,670 1,142,670

国県等補助金 646,976 646,976

本年度差額 135,779 135,779

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 31,012

無償所管換等 79,086

その他 △ 44

本年度純資産変動額 245,833 18,602 227,231

本年度末純資産残高 13,646,518 17,979,748 △ 4,333,230

※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

全体会計

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

科目 合計



（単位：百万円）

【業務活動収支】

業務支出 1,863,201
業務費用支出 586,051

人件費支出 278,598
物件費等支出 236,535
支払利息支出 60,389
その他の支出 10,528

移転費用支出 1,277,150
補助金等支出 726,396
社会保障給付支出 527,731
他会計への繰出支出 -                             
その他の支出 23,023

業務収入 2,183,678
税収等収入 1,134,826
国県等補助金収入 604,944
使用料及び手数料収入 345,030
その他の収入 98,878

臨時支出 687
災害復旧事業費支出 -                             
その他の支出 687

臨時収入 -                             
業務活動収支 319,791
【投資活動収支】

投資活動支出 388,989
公共施設等整備費支出 136,438
基金積立金支出 244,063
投資及び出資金支出 1,331
貸付金支出 6,630
その他の支出 528

投資活動収入 311,173
国県等補助金収入 42,932
基金取崩収入 212,395
貸付金元金回収収入 5,958
資産売却収入 24,041
その他の収入 25,846

投資活動収支 △ 77,816
【財務活動収支】

財務活動支出 464,048
地方債等償還支出 458,702
その他の支出 5,346

財務活動収入 272,813
地方債等発行収入 272,813
その他の収入 -                             

財務活動収支 △ 191,235
50,739

214,495
265,234

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 313,255
※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

全体会計

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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