
（単位：百万円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 1,862,724 ※ 固定負債 1,267,575 ※

有形固定資産 1,626,366 ※ 地方債 1,115,361
事業用資産 325,306 ※ 長期未払金 1,157

土地 119,373 退職手当引当金 150,554
立木竹 3,672 損失補償等引当金 503
建物 351,898 その他 -
建物減価償却累計額 △ 182,073 流動負債 126,262 ※

工作物 19,066 1年内償還予定地方債 114,224
工作物減価償却累計額 △ 9,736 未払金 1,466
船舶 2,806 未払費用 -
船舶減価償却累計額 △ 2,353 前受金 -
浮標等 11 前受収益 -
浮標等減価償却累計額 △ 5 賞与等引当金 10,198
航空機 1,702 預り金 375
航空機減価償却累計額 △ 340 その他 -
その他 - 1,393,837
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 21,287 固定資産等形成分 1,888,622

インフラ資産 1,291,958 余剰分（不足分） △ 1,371,453
土地 79,507
建物 30,554
建物減価償却累計額 △ 11,085
工作物 2,171,596
工作物減価償却累計額 △ 1,036,049
その他 14,921
その他減価償却累計額 △ 1,549
建設仮勘定 44,063

物品 14,776
物品減価償却累計額 △ 5,674

無形固定資産 1,221
ソフトウェア 809
その他 412

投資その他の資産 235,137 ※

投資及び出資金 70,266
有価証券 1,842
出資金 68,424
その他 -

投資損失引当金 △ 155
長期延滞債権 18,478
長期貸付金 24,155
基金 125,380 ※

減債基金 49,691
その他 75,690

その他 -
徴収不能引当金 △ 2,989

流動資産 48,282 ※

現金預金 20,499
未収金 1,894
短期貸付金 12,847
基金 13,051

財政調整基金 13,051
減債基金 -

棚卸資産 -
その他 -
徴収不能引当金 △ 9 517,169

1,911,006 1,911,006

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

貸借対照表
（平成２９年３月３１日現在）

科目 金額 科目 金額

負債合計

純資産合計
資産合計 負債及び純資産合計



（単位：百万円）

経常費用 572,466
業務費用 328,638

人件費 166,356
職員給与費 141,389
賞与等引当金繰入額 10,198
退職手当引当金繰入額 12,398
その他 2,371

物件費等 108,095
物件費 44,259
維持補修費 19,075
減価償却費 44,739
その他 22

その他の業務費用 54,186
支払利息 13,057
徴収不能引当金繰入額 2,969
その他 38,160

移転費用 243,829
補助金等 199,836
社会保障給付 17,862
他会計への繰出金 743
その他 25,388

経常収益 28,179
使用料及び手数料 12,693
その他 15,486

純経常行政コスト 544,287
臨時損失 3,115

災害復旧事業費 1,689
資産除売却損 714
投資損失引当金繰入額 -
損失補償等引当金繰入額 340
その他 372

臨時利益 837
資産売却益 837
その他 -

純行政コスト 546,565

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



（単位：百万円）

前年度末純資産残高 518,201 1,925,802 △ 1,407,601

純行政コスト（△） △ 546,565 △ 546,565

財源 546,280 546,280

税収等 440,705 440,705

国県等補助金 105,575 105,575

本年度差額 △ 285 △ 285

固定資産等の変動（内部変動） △ 36,433 ※ 36,433

有形固定資産等の増加 65,443 △ 65,443

有形固定資産等の減少 △ 100,552 100,552

貸付金・基金等の増加 53,210 △ 53,210

貸付金・基金等の減少 △ 54,533 54,533

資産評価差額 204 204

無償所管換等 △ 951 △ 951

その他 - - -

本年度純資産変動額 △ 748 ※ △ 37,180 ※ 36,433 ※

本年度末純資産残高 517,169 1,888,622 ※ △ 1,371,453 ※

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

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 固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）



（単位：百万円）

【業務活動収支】
業務支出 498,441

業務費用支出 250,596 ※

人件費支出 169,372
物件費等支出 63,436
支払利息支出 13,057
その他の支出 4,730

移転費用支出 247,845
補助金等支出 201,490
社会保障給付支出 17,862
他会計への繰出支出 743
その他の支出 27,750

業務収入 547,029 ※

税収等収入 436,114
国県等補助金収入 84,449
使用料及び手数料収入 12,704
その他の収入 13,762

臨時支出 1,887
災害復旧事業費支出 1,689
その他の支出 198

臨時収入 94
業務活動収支 46,795 ※

【投資活動収支】
投資活動支出 104,615 ※

公共施設等整備費支出 41,051
基金積立金支出 21,532
投資及び出資金支出 14
貸付金支出 42,019
その他の支出 -

投資活動収入 89,178
国県等補助金収入 21,032
基金取崩収入 18,507
貸付金元金回収収入 43,913
資産売却収入 1,123
その他の収入 4,603

投資活動収支 △ 15,437
【財務活動収支】

財務活動支出 128,077 ※

地方債償還支出 127,930
その他の支出 148

財務活動収入 92,779 ※

地方債発行収入 92,632
その他の収入 148

財務活動収支 △ 35,298
△ 3,941 ※

24,065
20,124

前年度末歳計外現金残高 296
本年度歳計外現金増減額 79
本年度末歳計外現金残高 375
本年度末現金預金残高 20,499

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

前年度末資金残高
本年度末資金残高

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

本年度資金収支額



（単位：百万円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 1,913,826 ※ 固定負債 1,307,231

有形固定資産 1,690,584 ※ 地方債 1,128,987
事業用資産 366,754 ※ 長期未払金 1,186

土地 131,675 退職手当引当金 157,905
立木竹 3,672 損失補償等引当金 5,834
建物 410,307 その他 13,319
建物減価償却累計額 △ 216,354 流動負債 141,381 ※

工作物 28,581 1年内償還予定地方債 118,432
工作物減価償却累計額 △ 15,416 未払金 8,910
船舶 4,570 未払費用 371
船舶減価償却累計額 △ 3,120 前受金 79
浮標等 11 前受収益 16
浮標等減価償却累計額 △ 5 賞与等引当金 11,260
航空機 1,702 預り金 739
航空機減価償却累計額 △ 340 その他 1,575
その他 -                      1,448,612
その他減価償却累計額 -                      【純資産の部】
建設仮勘定 21,473 固定資産等形成分 1,934,539

インフラ資産 1,307,258 ※ 余剰分（不足分） △ 1,402,626
土地 80,689 他団体出資等分 13,455
建物 32,031
建物減価償却累計額 △ 11,967
工作物 2,210,466
工作物減価償却累計額 △ 1,062,122
その他 16,705
その他減価償却累計額 △ 2,673
建設仮勘定 44,128

物品 37,883
物品減価償却累計額 △ 21,310

無形固定資産 1,465
ソフトウェア 896
その他 569

投資その他の資産 221,778 ※

投資及び出資金 35,827
有価証券 5,101
出資金 30,693
その他 33

投資損失引当金 -                      
長期延滞債権 18,478
長期貸付金 4,198
基金 164,217 ※

減債基金 49,691
その他 114,527

その他 2,056
徴収不能引当金 △ 3,000

流動資産 80,153
現金預金 47,217
未収金 8,113
短期貸付金 7,661
基金 13,051

財政調整基金 13,051
減債基金 -                      

棚卸資産 3,354
その他 932
徴収不能引当金 △ 175 545,368

1,993,980 ※ 1,993,980
※　下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

負債合計

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 金額 科目 金額



（単位：百万円）

経常費用 620,654
業務費用 386,047 ※

人件費 185,523
職員給与費 158,819
賞与等引当金繰入額 11,260
退職手当引当金繰入額 13,073
その他 2,371

物件費等 136,755 ※

物件費 61,260
維持補修費 26,668
減価償却費 48,806
その他 22

その他の業務費用 63,768
支払利息 13,325
徴収不能引当金繰入額 2,972
その他 47,471

移転費用 234,607
補助金等 190,787
社会保障給付 17,862
他会計への繰出金 -                             
その他 25,958

経常収益 79,517
使用料及び手数料 40,099
その他 39,418

純経常行政コスト 541,137
臨時損失 4,087

災害復旧事業費 1,689
資産除売却損 729
投資損失引当金繰入額 -                             
損失補償等引当金繰入額 529
その他 1,140

臨時利益 1,154
資産売却益 1,152
その他 2

純行政コスト 544,070

※　下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

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 金額



（単位：百万円）

前年度末純資産残高 544,793 1,978,655 △ 1,447,164 13,302

純行政コスト（△） △ 544,070 △ 544,070 -                            
財源 550,563 550,563 -                            

税収等 442,426 442,426 -                            
国県等補助金 108,137 108,137 -                            

本年度差額 6,492 ※ 6,492 -                            
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 49

無償所管換等 △ 951

他団体出資等分の増加 289 289

他団体出資等分の減少 △ 136 △ 136

その他 △ 5,169

本年度純資産変動額 △ 5,918 △ 44,116 38,046 153

本年度末純資産残高 545,368 ※ 1,934,539 △ 1,402,626 13,455

※　下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

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 固定資産
等形成分

他団体出資等分
余剰分

（不足分）


