
*出力条件
*会計年度 ： H28
*出力帳票選択 ： 財務書類
*団体区分 ： 一般会計等
*団体／会計コード ：
*出力範囲 ： 年次
*出力金額単位 ： 円

（単位：百万円）

前年度末純資産残高 10,953 1,013,888 △ 1,002,935

純行政コスト（△） △ 301,034 △ 301,034

財源 317,280 317,280

税収等 265,306 265,306

国県等補助金 51,974 51,974

本年度差額 16,247 16,247

固定資産等の変動（内部変動） 12,229 △ 12,229

有形固定資産等の増加 61,459 △ 61,459

有形固定資産等の減少 △ 60,142 60,142

貸付金・基金等の増加 141,868 △ 141,868

貸付金・基金等の減少 △ 130,955 130,955

資産評価差額 246 246

無償所管換等 560 560

その他 - - -

本年度純資産変動額 17,054 13,036 4,018

本年度末純資産残高 28,007 1,026,924 △ 998,917

※ 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）



*出力条件
*会計年度 ： H28
*出力帳票選択 ： 財務書類
*団体区分 ： 連結
*団体／会計コード ：
*出力範囲 ： 年次
*出力金額単位 ： 円

（単位：百万円）

前年度末純資産残高 122,715 1,218,864 △ 1,102,480 6,331

純行政コスト（△） △ 303,928 △ 303,998 70

財源 320,401 320,294 107

税収等 265,583 265,564 18

国県等補助金 54,818 54,730 88

本年度差額 16,473 16,296 177

固定資産等の変動（内部変動） 15,601,627,666 △ 15,601,627,666

有形固定資産等の増加 88,153,795,090 △ 88,153,795,090

有形固定資産等の減少 △ 84,415,910,167 84,415,910,167

貸付金・基金等の増加 142,792,054,555 △ 142,792,054,555

貸付金・基金等の減少 △ 130,928,311,812 130,928,311,812

資産評価差額 395 394,775,226

無償所管換等 192 192,383,825

他団体出資等分の増加 - -

他団体出資等分の減少 - -

その他 4,172 1,850,940,621 2,321,471,000

本年度純資産変動額 21,232 18,040 3,016 177

本年度末純資産残高 143,947 1,236,904 △ 1,099,464 6,507

※ 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

余剰分
（不足分）

他団体出資等分

省 略



*出力条件
*会計年度 ： H28
*出力帳票選択 ： 財務書類
*団体区分 ： 一般会計等
*団体／会計コード ：
*出力範囲 ： 年次
*出力金額単位 ： 円

（単位：百万円）

経常費用 314,842
業務費用 184,952

人件費 120,995
職員給与費 97,832
賞与等引当金繰入額 7,769
退職手当引当金繰入額 12,886
その他 2,508

物件費等 53,406
物件費 27,887
維持補修費 7,736
減価償却費 17,757
その他 26

その他の業務費用 10,551
支払利息 9,595
徴収不能引当金繰入額 218
その他 737

移転費用 129,890
補助金等 103,533
社会保障給付 7,923
他会計への繰出金 1,469
その他 16,964

経常収益 14,694
使用料及び手数料 4,591
その他 10,103

純経常行政コスト △ 300,148
臨時損失 3,507

災害復旧事業費 2,382
資産除売却損 367
投資損失引当金繰入額 567
損失補償等引当金繰入額 27
その他 163

臨時利益 2,621
資産売却益 852
その他 1,769

純行政コスト △ 301,034

※ 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。

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



*出力条件
*会計年度 ： H28
*出力帳票選択 ： 財務書類
*団体区分 ： 連結
*団体／会計コード ：
*出力範囲 ： 年次
*出力金額単位 ： 円

（単位：百万円）

経常費用 352,800
業務費用 223,960

人件費 139,325
職員給与費 113,976
賞与等引当金繰入額 7,865
退職手当引当金繰入額 13,115
その他 4,369

物件費等 67,766
物件費 36,044
維持補修費 9,087
減価償却費 22,265
その他 370

その他の業務費用 16,869
支払利息 10,479
徴収不能引当金繰入額 226
その他 6,164

移転費用 128,841
補助金等 102,576
社会保障給付 7,924
他会計への繰出金 917
その他 17,424

経常収益 49,273
使用料及び手数料 27,144
その他 22,129

純経常行政コスト △ 303,527
臨時損失 3,063

災害復旧事業費 2,382
資産除売却損 381
損失補償等引当金繰入額 27
その他 272

臨時利益 2,663
資産売却益 854
その他 1,809

純行政コスト △ 303,928

※ 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



*出力条件
*会計年度 ： H28
*出力帳票選択 ： 財務書類
*団体区分 ： 一般会計等
*団体／会計コード ：
*出力範囲 ： 年次
*出力金額単位 ： 円

（単位：百万円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 997,781 固定負債 898,693

有形固定資産 801,524 地方債 777,867
事業用資産 211,984 長期未払金 -

土地 89,479 退職手当引当金 111,338
立木竹 1,398 損失補償等引当金 6,166
建物 222,726 その他 3,322
建物減価償却累計額 △ 115,694 流動負債 124,285
工作物 36,435 1年内償還予定地方債 115,073
工作物減価償却累計額 △ 24,294 未払金 -
船舶 1,601 未払費用 -
船舶減価償却累計額 △ 1,601 前受金 -
浮標等 2 前受収益 -
浮標等減価償却累計額 △ 0 賞与等引当金 7,769
航空機 556 預り金 885
航空機減価償却累計額 △ 556 その他 558
その他 49 1,022,977
その他減価償却累計額 △ 20 【純資産の部】
建設仮勘定 1,901 固定資産等形成分 1,026,924

インフラ資産 582,579 余剰分（不足分） △ 998,917
土地 167,111
建物 217
建物減価償却累計額 △ 3
工作物 942,036
工作物減価償却累計額 △ 532,404
その他 861
その他減価償却累計額 △ 215
建設仮勘定 4,976

物品 19,967
物品減価償却累計額 △ 13,005

無形固定資産 533
ソフトウェア 495
その他 38

投資その他の資産 195,724
投資及び出資金 86,151

有価証券 4,529
出資金 81,622
その他 -

投資損失引当金 △ 10,799
長期延滞債権 3,753
長期貸付金 37,123
基金 80,059

減債基金 34,219
その他 45,840

その他 371
徴収不能引当金 △ 934

流動資産 53,204
現金預金 23,277
未収金 397
短期貸付金 2,408
基金 26,735

財政調整基金 14,124
減債基金 12,611

棚卸資産 386
その他 4
徴収不能引当金 △ 3 28,007

1,050,984 1,050,984

※ 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



*出力条件
*会計年度 ： H28
*出力帳票選択 ： 財務書類
*団体区分 ： 連結
*団体／会計コード ：
*出力範囲 ： 年次
*出力金額単位 ： 円

（単位：百万円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 1,207,680 固定負債 977,811

有形固定資産 972,163 地方債等 837,081
事業用資産 278,618 長期未払金 5,257

土地 104,652 退職手当引当金 120,194
立木竹 20,801 損失補償等引当金 -
建物 255,052 その他 15,279
建物減価償却累計額 △ 125,410 流動負債 174,911
工作物 37,768 1年内償還予定地方債等 159,151
工作物減価償却累計額 △ 25,019 未払金 4,795
船舶 1,601 未払費用 52
船舶減価償却累計額 △ 1,601 前受金 58
浮標等 2 前受収益 0
浮標等減価償却累計額 △ 0 賞与等引当金 8,543
航空機 556 預り金 1,228
航空機減価償却累計額 △ 556 その他 1,084
その他 1,220 1,152,722
その他減価償却累計額 △ 89 【純資産の部】
建設仮勘定 9,642 固定資産等形成分 1,236,904

インフラ資産 675,877 余剰分（不足分） △ 1,099,464
土地 224,672 他団体出資等分 6,507
建物 16,287
建物減価償却累計額 △ 7,612
工作物 982,096
工作物減価償却累計額 △ 551,016
その他 5,085
その他減価償却累計額 △ 215
建設仮勘定 6,580

物品 51,034
物品減価償却累計額 △ 33,366

無形固定資産 2,378
ソフトウェア 601
その他 1,777

投資その他の資産 233,139
投資及び出資金 68,746

有価証券 5,186
出資金 63,502
その他 58

長期延滞債権 4,269
長期貸付金 17,458
基金 141,658

減債基金 34,219
その他 107,439

その他 2,128
徴収不能引当金 △ 1,118

流動資産 88,989
現金預金 51,800
未収金 6,052
短期貸付金 2,488
基金 26,735

財政調整基金 14,124
減債基金 12,611

棚卸資産 1,522
その他 555
徴収不能引当金 △ 163

繰延資産 - 143,947
1,296,669 1,296,669

※ 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



*出力条件
*会計年度 ： H28
*出力帳票選択 ： 財務書類
*団体区分 ： 一般会計等
*団体／会計コード ：
*出力範囲 ： 年次
*出力金額単位 ： 円

（単位：百万円）

【業務活動収支】
業務支出 293,395

業務費用支出 164,417
人件費支出 119,336
物件費等支出 34,773
支払利息支出 9,595
その他の支出 713

移転費用支出 128,978
補助金等支出 103,314
社会保障給付支出 7,923
他会計への繰出支出 1,421
その他の支出 16,319

業務収入 312,224
税収等収入 265,294
国県等補助金収入 32,242
使用料及び手数料収入 4,590
その他の収入 10,098

臨時支出 2,345
災害復旧事業費支出 2,339
その他の支出 7

臨時収入 1,768
業務活動収支 18,252
【投資活動収支】

投資活動支出 111,950
公共施設等整備費支出 23,003
基金積立金支出 27,860
投資及び出資金支出 11
貸付金支出 61,013
その他の支出 64

投資活動収入 99,563
国県等補助金収入 19,732
基金取崩収入 15,414
貸付金元金回収収入 61,045
資産売却収入 3,304
その他の収入 67

投資活動収支 △ 12,387
【財務活動収支】

財務活動支出 105,832
地方債償還支出 104,489
その他の支出 1,343

財務活動収入 96,009
地方債発行収入 95,186
その他の収入 823

財務活動収支 △ 9,823
△ 3,958

26,351
22,392

前年度末歳計外現金残高 860
本年度歳計外現金増減額 25
本年度末歳計外現金残高 885
本年度末現金預金残高 23,277

※ 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



*出力条件
*会計年度 ： H28
*出力帳票選択 ： 財務書類
*団体区分 ： 連結
*団体／会計コード ：
*出力範囲 ： 年次
*出力金額単位 ： 円

（単位：百万円）

【業務活動収支】
業務支出 327,897

業務費用支出 198,893
人件費支出 135,541
物件費等支出 46,481
支払利息支出 10,497
その他の支出 6,374

移転費用支出 129,004
補助金等支出 103,321
社会保障給付支出 7,924
他会計への繰出支出 1,240
その他の支出 16,519

業務収入 351,452
税収等収入 265,414
国県等補助金収入 34,386
使用料及び手数料収入 24,547
その他の収入 27,105

臨時支出 2,352
災害復旧事業費支出 2,339
その他の支出 13

臨時収入 1,803
業務活動収支 23,006
【投資活動収支】

投資活動支出 121,704
公共施設等整備費支出 30,580
基金積立金支出 28,008
投資及び出資金支出 155
貸付金支出 61,983
その他の支出 978

投資活動収入 103,095
国県等補助金収入 21,067
基金取崩収入 15,496
貸付金元金回収収入 61,551
資産売却収入 3,420
その他の収入 1,560

投資活動収支 △ 18,609
【財務活動収支】

財務活動支出 189,133
地方債等償還支出 186,961
その他の支出 2,172

財務活動収入 181,534
地方債等発行収入 178,563
その他の収入 2,971

財務活動収支 △ 7,599
△ 3,202

54,117
50,915

前年度末歳計外現金残高 860
本年度歳計外現金増減額 25
本年度末歳計外現金残高 885
本年度末現金預金残高 51,800

※ 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

連結資金収支計算書
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


