
（単位：百万円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 4,622,823   固定負債 1,668,430

    有形固定資産 3,487,902     地方債 1,405,349

      事業用資産 511,361     長期未払金 719

        土地 224,059     退職手当引当金 246,720

        立木竹 828     損失補償等引当金 15,642

        建物 608,452     その他 -

        建物減価償却累計額 -372,942   流動負債 139,597

        工作物 59,456     １年内償還予定地方債 118,004

        工作物減価償却累計額 -42,806     未払金 219

        船舶 3,704     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -1,936     前受金 -

        浮標等 277     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -161     賞与等引当金 17,986

        航空機 750     預り金 3,388

        航空機減価償却累計額 -750     その他 -

        その他 - 負債合計 1,808,027

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 32,430   固定資産等形成分 4,685,466

      インフラ資産 2,961,383   余剰分（不足分） -1,608,496

        土地 456,900

        建物 14,288

        建物減価償却累計額 -7,153

        工作物 5,135,159

        工作物減価償却累計額 -2,708,765

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 70,954

      物品 52,366

      物品減価償却累計額 -37,208

    無形固定資産 4,864

      ソフトウェア 472

      その他 4,392

    投資その他の資産 1,130,057

      投資及び出資金 120,099

        有価証券 8,222

        出資金 111,877

        その他 -

      投資損失引当金 -5,620

      長期延滞債権 6,609

      長期貸付金 157,074

      基金 852,521

        減債基金 84,061

        その他 768,460

      その他 -

      徴収不能引当金 -626

  流動資産 262,174

    現金預金 96,129

    未収金 103,448

    短期貸付金 4,312

    基金 58,331

      財政調整基金 28,202

      減債基金 30,129

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -46 純資産合計 3,076,970

資産合計 4,884,997 負債及び純資産合計 4,884,997

一般会計等貸借対照表
（平成29年3月31日現在）



（単位：百万円）

    その他 0

純行政コスト 1,230,254

    その他 1,919

  臨時利益 644

    資産売却益 643

    資産除売却損 772

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

純経常行政コスト 1,149,237

  臨時損失 81,661

    災害復旧事業費 78,969

  経常収益 54,290

    使用料及び手数料 15,258

    その他 39,032

      社会保障給付 31,553

      他会計への繰出金 17,628

      その他 430

        その他 2,848

    移転費用 708,251

      補助金等 658,641

      その他の業務費用 14,880

        支払利息 11,494

        徴収不能引当金繰入額 538

        維持補修費 36,657

        減価償却費 116,483

        その他 99

        その他 4,029

      物件費等 221,472

        物件費 68,233

        職員給与費 218,314

        賞与等引当金繰入額 17,986

        退職手当引当金繰入額 18,594

  経常費用 1,203,527

    業務費用 495,275

      人件費 258,923

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

科目名 金額



（単位：百万円）

科目名 合計 固定資産等形成分 余剰分(不足分)

前年度末純資産残高 3,054,451 4,626,806 -1,572,355

  純行政コスト（△） -1,230,254 -1,230,254

  財源 1,251,590 1,251,590

    税収等 585,365 585,365

    国県等補助金 666,226 666,226

  本年度差額 21,337 21,337

  固定資産等の変動（内部変動） 57,104 -57,104

    有形固定資産等の増加 140,794 -140,794

    有形固定資産等の減少 -118,039 118,039

    貸付金・基金等の増加 640,084 -640,084

    貸付金・基金等の減少 -605,735 605,735

  資産評価差額 260 260

  無償所管換等 1,149 1,149

  その他 -227 146 -373

  本年度純資産変動額 22,519 58,659 -36,140

本年度末純資産残高 3,076,970 4,685,466 -1,608,496

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



（単位：百万円）

前年度末歳計外現金残高 3,393

本年度歳計外現金増減額 -5

本年度末歳計外現金残高 3,388

本年度末現金預金残高 96,129

    その他の収入 150

財務活動収支 19,730

本年度資金収支額 -17,409

前年度末資金残高 110,150

本年度末資金残高 92,741

  財務活動支出 131,802

    地方債償還支出 131,652

    その他の支出 150

  財務活動収入 151,532

    地方債発行収入 151,382

    貸付金元金回収収入 83,784

    資産売却収入 1,834

    その他の収入 476

投資活動収支 304,293

【財務活動収支】

    貸付金支出 84,591

    その他の支出 2,461

  投資活動収入 1,049,517

    国県等補助金収入 471,847

    基金取崩収入 491,577

【投資活動収支】

  投資活動支出 745,224

    公共施設等整備費支出 140,794

    基金積立金支出 517,277

    投資及び出資金支出 101

  臨時支出 79,375

    災害復旧事業費支出 78,969

    その他の支出 406

  臨時収入 59,480

業務活動収支 -341,432

  業務収入 811,991

    税収等収入 623,094

    国県等補助金収入 146,411

    使用料及び手数料収入 15,257

    その他の収入 27,230

    移転費用支出 708,251

      補助金等支出 658,641

      社会保障給付支出 31,553

      他会計への繰出支出 17,628

      その他の支出 430

    業務費用支出 425,277

      人件費支出 262,737

      物件費等支出 105,348

      支払利息支出 11,494

      その他の支出 45,698

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

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 1,133,529



（単位：百万円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 4,690,586   固定負債 1,722,670

    有形固定資産 3,565,602     地方債 1,451,248

      事業用資産 517,295     長期未払金 719

        土地 224,508     退職手当引当金 247,049

        立木竹 828     損失補償等引当金 15,642

        建物 624,519     その他 8,012

        建物減価償却累計額 -383,961   流動負債 145,009

        工作物 60,409     １年内償還予定地方債 121,340

        工作物減価償却累計額 -43,370     未払金 1,744

        船舶 3,704     未払費用 26

        船舶減価償却累計額 -1,936     前受金 227

        浮標等 277     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -161     賞与等引当金 18,269

        航空機 750     預り金 3,394

        航空機減価償却累計額 -750     その他 9

        その他 22 負債合計 1,867,678

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 32,455   固定資産等形成分 4,753,229

      インフラ資産 3,032,235   余剰分（不足分） -1,656,219

        土地 491,007

        建物 17,867

        建物減価償却累計額 -8,681

        工作物 5,221,687

        工作物減価償却累計額 -2,768,115

        その他 9,624

        その他減価償却累計額 -6,675

        建設仮勘定 75,522

      物品 56,656

      物品減価償却累計額 -40,585

    無形固定資産 5,098

      ソフトウェア 479

      その他 4,619

    投資その他の資産 1,119,887

      投資及び出資金 106,006

        有価証券 8,222

        出資金 97,784

        その他 -

      投資損失引当金 -5,620

      長期延滞債権 6,611

      長期貸付金 155,137

      基金 858,381

        減債基金 84,061

        その他 774,320

      その他 27

      徴収不能引当金 -654

  流動資産 274,102

    現金預金 103,474

    未収金 104,278

    短期貸付金 4,312

    基金 58,331

      財政調整基金 28,202

      減債基金 30,129

    棚卸資産 2,029

    その他 1,727

    徴収不能引当金 -48 純資産合計 3,097,011

資産合計 4,964,689 負債及び純資産合計 4,964,689

全体貸借対照表
（平成29年3月31日現在）



（単位：百万円）

    その他 80

純行政コスト 1,227,040

    その他 3,427

  臨時利益 728

    資産売却益 648

    資産除売却損 773

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

純経常行政コスト 1,143,383

  臨時損失 84,385

    災害復旧事業費 80,186

  経常収益 62,049

    使用料及び手数料 21,117

    その他 40,932

      社会保障給付 31,553

      他会計への繰出金 -

      その他 13,773

        その他 3,359

    移転費用 699,912

      補助金等 654,586

      その他の業務費用 16,019

        支払利息 12,122

        徴収不能引当金繰入額 538

        維持補修費 37,494

        減価償却費 118,341

        その他 546

        その他 4,063

      物件費等 226,483

        物件費 70,103

        職員給与費 222,074

        賞与等引当金繰入額 18,256

        退職手当引当金繰入額 18,626

  経常費用 1,205,433

    業務費用 505,521

      人件費 263,019

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



（単位：百万円）

科目名 合計 固定資産等形成分 余剰分(不足分)

前年度末純資産残高 3,068,111 4,693,357 -1,625,246

  純行政コスト（△） -1,227,040 -1,227,040

  財源 1,247,153 1,247,153

    税収等 585,059 585,059

    国県等補助金 662,094 662,094

  本年度差額 20,113 20,113

  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 260

  無償所管換等 8,753

  その他 -227

  本年度純資産変動額 28,900 59,872 -30,973

本年度末純資産残高 3,097,011 4,753,229 -1,656,219

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



（単位：百万円）

前年度末歳計外現金残高 3,393

本年度歳計外現金増減額 -5

本年度末歳計外現金残高 3,388

本年度末現金預金残高 103,474

    その他の収入 404

財務活動収支 18,347

本年度資金収支額 -22,002

前年度末資金残高 122,088

本年度末資金残高 100,086

  財務活動支出 140,359

    地方債償還支出 139,848

    その他の支出 511

  財務活動収入 158,707

    地方債発行収入 158,302

    貸付金元金回収収入 83,788

    資産売却収入 4,900

    その他の収入 1,258

投資活動収支 302,108

【財務活動収支】

    貸付金支出 84,591

    その他の支出 2,463

  投資活動収入 1,053,369

    国県等補助金収入 471,847

    基金取崩収入 491,577

【投資活動収支】

  投資活動支出 751,261

    公共施設等整備費支出 146,854

    基金積立金支出 517,277

    投資及び出資金支出 76

  臨時支出 80,592

    災害復旧事業費支出 80,186

    その他の支出 406

  臨時収入 59,553

業務活動収支 -342,458

  業務収入 812,773

    税収等収入 622,788

    国県等補助金収入 142,437

    使用料及び手数料収入 19,477

    その他の収入 28,071

    移転費用支出 699,912

      補助金等支出 654,586

      社会保障給付支出 31,553

      他会計への繰出支出 -

      その他の支出 13,773

    業務費用支出 434,280

      人件費支出 266,804

      物件費等支出 108,274

      支払利息支出 12,122

      その他の支出 47,080

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 1,134,192



（単位：百万円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 4,787,969   固定負債 1,793,178

    有形固定資産 3,722,543     地方債等 1,471,284

      事業用資産 654,250     長期未払金 1,805

        土地 239,571     退職手当引当金 248,893

        立木竹 51,396     損失補償等引当金 288

        建物 714,777     その他 70,909

        建物減価償却累計額 -412,879   流動負債 163,966

        工作物 73,195     １年内償還予定地方債等 123,908

        工作物減価償却累計額 -48,303     未払金 10,839

        船舶 3,704     未払費用 1,661

        船舶減価償却累計額 -1,936     前受金 502

        浮標等 277     前受収益 0

        浮標等減価償却累計額 -161     賞与等引当金 19,290

        航空機 750     預り金 4,082

        航空機減価償却累計額 -750     その他 3,683

        その他 35 負債合計 1,957,144

        その他減価償却累計額 -9 【純資産の部】

        建設仮勘定 34,583   固定資産等形成分 4,849,356

      インフラ資産 3,032,235   余剰分（不足分） -1,716,174

        土地 491,007   他団体出資等分 13,799

        建物 17,867

        建物減価償却累計額 -8,681

        工作物 5,221,687

        工作物減価償却累計額 -2,768,115

        その他 9,624

        その他減価償却累計額 -6,675

        建設仮勘定 75,522

      物品 102,231

      物品減価償却累計額 -66,174

    無形固定資産 6,680

      ソフトウェア 1,998

      その他 4,682

    投資その他の資産 1,058,745

      投資及び出資金 20,518

        有価証券 10,036

        出資金 10,482

        その他 -

      長期延滞債権 6,611

      長期貸付金 37,195

      基金 993,959

        減債基金 84,061

        その他 909,898

      その他 2,631

      徴収不能引当金 -2,169

  流動資産 316,157

    現金預金 131,540

    未収金 114,922

    短期貸付金 3,056

    基金 58,331

      財政調整基金 28,202

      減債基金 30,129

    棚卸資産 2,318

    その他 6,260

    徴収不能引当金 -271

    繰延資産 - 純資産合計 3,146,981

資産合計 5,104,125 負債及び純資産合計 5,104,125

連結貸借対照表
（平成29年3月31日現在）



（単位：百万円）

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

科目名 金額

  経常費用 1,244,178

    業務費用 579,204

      人件費 294,044

        職員給与費 248,613

        賞与等引当金繰入額 19,233

        退職手当引当金繰入額 18,664

        その他 7,534

      物件費等 260,881

        物件費 93,841

        維持補修費 39,897

        減価償却費 124,763

        その他 2,380

      その他の業務費用 24,278

        支払利息 12,584

        徴収不能引当金繰入額 548

        その他 11,146

    移転費用 664,974

      補助金等 619,348

      社会保障給付 31,553

      その他 14,073

  経常収益 129,496

    使用料及び手数料 55,992

    その他 73,504

純経常行政コスト 1,114,682

  臨時損失 88,568

    災害復旧事業費 80,186

    資産除売却損 1,131

    損失補償等引当金繰入額 14

    その他 7,236

  臨時利益 2,193

    資産売却益 697

    その他 1,496

純行政コスト 1,201,057



（単位：百万円）

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 3,087,332 4,870,632 -1,796,532 13,233

  純行政コスト（△） -1,201,057 -1,199,204 -1,853

  財源 1,253,698 1,251,279 2,419

    税収等 589,778 588,387 1,392

    国県等補助金 663,920 662,892 1,028

  本年度差額 52,641 52,075 566

  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 349

  無償所管換等 8,793

  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 -2,135

  本年度純資産変動額 59,648 -21,276 80,358 566

本年度末純資産残高 3,146,981 4,849,356 -1,716,174 13,799

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
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