
（単位：百万円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 7,704,703 ※ 固定負債 5,875,033

有形固定資産 7,333,794 ※ 地方債 5,237,123
事業用資産 1,327,004 (うち臨時財政対策債） (1,672,565)

土地 422,047 長期未払金 23,863
立木竹 240,397 退職手当引当金 578,577
建物 1,401,679 損失補償等引当金 34,443
建物減価償却累計額 △ 791,969 その他 1,027
工作物 140,212 流動負債 738,673 ※

工作物減価償却累計額 △ 96,669 1年内償還予定地方債 688,491
船舶 10,292 (うち臨時財政対策債） (101,869)
船舶減価償却累計額 △ 6,835 未払金 6,655
浮標等 - 未払費用 -
浮標等減価償却累計額 - 前受金 -
航空機 683 前受収益 -
航空機減価償却累計額 △ 683 賞与等引当金 43,180
その他 - 預り金 348
その他減価償却累計額 - その他 -
建設仮勘定 7,850 負債合計 6,613,706

インフラ資産 5,995,810 ※ 【純資産の部】
土地 613,805 固定資産等形成分 7,818,544
建物 24,345 余剰分（不足分） △ 6,600,173
建物減価償却累計額 △ 12,283
工作物 10,464,110
工作物減価償却累計額 △ 5,182,914
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 88,748

物品 54,518
物品減価償却累計額 △ 43,537

無形固定資産 2,751
ソフトウェア 2,009
その他 742

投資その他の資産 368,158 ※

投資及び出資金 146,560
有価証券 30,281
出資金 116,279
その他 -

投資損失引当金 △ 8,576
長期延滞債権 19,404
長期貸付金 124,318
基金 89,659

減債基金 37,253
その他 52,406

その他 109
徴収不能引当金 △ 3,315

流動資産 127,373
現金預金 9,645
未収金 5,101
短期貸付金 3,736
基金 110,104

財政調整基金 10,616
減債基金 99,488

棚卸資産 -
その他 -
徴収不能引当金 △ 1,213 1,218,370

7,832,076 7,832,076

※ 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。

純資産合計
資産合計 負債及び純資産合計

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 2,035,141 ※

業務費用 1,273,981
人件費 643,426

職員給与費 546,883
賞与等引当金繰入額 43,180
退職手当引当金繰入額 46,493
その他 6,870

物件費等 448,561
物件費 190,407
維持補修費 25,663
減価償却費 232,491
その他 -

その他の業務費用 181,994
支払利息 53,635
徴収不能引当金繰入額 1,317
その他 127,042

移転費用 761,160 ※

補助金等 684,678
社会保障給付 73,186
他会計への繰出金 1,542
その他 1,755

経常収益 48,942
使用料及び手数料 28,972
その他 19,970

純経常行政コスト △ 1,986,199
臨時損失 38,588 ※

災害復旧事業費 23,879
資産除売却損 949
投資損失引当金繰入額 -
損失補償等引当金繰入額 13,523
その他 238

臨時利益 1,190
資産売却益 1,190
その他 -

純行政コスト △ 2,023,597

※ 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



（単位：百万円）

前年度末純資産残高 1,312,217 ※ 7,896,512 △ 6,584,294

純行政コスト（△） △ 2,023,597 △ 2,023,597

財源 1,929,476 ※ 1,929,476 ※

税収等 1,564,997 1,564,997

国県等補助金 364,478 364,478

本年度差額 △ 94,122 ※ △ 94,122 ※

固定資産等の変動（内部変動） △ 78,243 78,243

有形固定資産等の増加 152,943 △ 152,943

有形固定資産等の減少 △ 235,805 235,805

貸付金・基金等の増加 342,002 △ 342,002

貸付金・基金等の減少 △ 337,383 337,383

資産評価差額 11 11

無償所管換等 264 264

その他 - - -

本年度純資産変動額 △ 93,847 △ 77,969 ※ △ 15,879

本年度末純資産残高 1,218,370 7,818,543 △ 6,600,173

※ 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 1,814,074 ※

業務費用支出 1,052,914
人件費支出 656,167
物件費等支出 216,101
支払利息支出 53,635
その他の支出 127,011

移転費用支出 761,160 ※

補助金等支出 684,678
社会保障給付支出 73,186
他会計への繰出支出 1,542
その他の支出 1,755

業務収入 1,892,949
税収等収入 1,565,750
国県等補助金収入 278,466
使用料及び手数料収入 28,965
その他の収入 19,768

臨時支出 23,879
災害復旧事業費支出 23,879
その他の支出 -

臨時収入 13,848
業務活動収支 68,845 ※

【投資活動収支】
投資活動支出 472,402

公共施設等整備費支出 152,536
基金積立金支出 137,775
投資及び出資金支出 118
貸付金支出 181,973
その他の支出 -

投資活動収入 412,275 ※

国県等補助金収入 72,165
基金取崩収入 156,201
貸付金元金回収収入 181,287
資産売却収入 2,621
その他の収入 -

投資活動収支 △ 60,128 ※

【財務活動収支】
財務活動支出 647,833

地方債償還支出 641,706
その他の支出 6,127

財務活動収入 636,940
地方債発行収入 636,904
その他の収入 36

財務活動収支 △ 10,893
△ 2,176

11,473
9,297

前年度末歳計外現金残高 346
本年度歳計外現金増減額 1
本年度末歳計外現金残高 348 ※

本年度末現金預金残高 9,645

※ 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 7,768,058 ※ 固定負債 6,004,647 ※

有形固定資産 7,528,793 地方債等 5,345,405
事業用資産 1,454,137 ※ 長期未払金 24,738

土地 475,613 退職手当引当金 583,441
立木竹 240,529 損失補償等引当金 3,730
建物 1,504,476 その他 47,334
建物減価償却累計額 △ 837,503 流動負債 825,626 ※

工作物 163,939 1年内償還予定地方債等 758,877
工作物減価償却累計額 △ 111,044 未払金 18,481
船舶 12,671 未払費用 119
船舶減価償却累計額 △ 7,912 前受金 651
浮標等 - 前受収益 92
浮標等減価償却累計額 - 賞与等引当金 43,959
航空機 683 預り金 807
航空機減価償却累計額 △ 683 その他 2,641
その他 21,692 6,830,273
その他減価償却累計額 △ 16,486 【純資産の部】
建設仮勘定 8,163 固定資産等形成分 7,882,145

インフラ資産 6,055,297 余剰分（不足分） △ 6,663,255
土地 615,781 他団体出資等分 61,762
建物 30,624
建物減価償却累計額 △ 15,437
工作物 10,537,762
工作物減価償却累計額 △ 5,211,794
その他 17,801
その他減価償却累計額 △ 10,823
建設仮勘定 91,383

物品 82,062
物品減価償却累計額 △ 62,704

無形固定資産 3,351 ※

ソフトウェア 2,285
その他 1,065

投資その他の資産 235,914 ※

投資及び出資金 33,646
有価証券 31,165
出資金 2,454
その他 27

長期延滞債権 20,063
長期貸付金 47,078
基金 133,890

減債基金 37,253
その他 96,637

その他 6,293
徴収不能引当金 △ 5,057

流動資産 342,867
現金預金 41,094
未収金 15,057
短期貸付金 3,983
基金 110,104

財政調整基金 10,616
減債基金 99,488

棚卸資産 168,518
その他 5,557
徴収不能引当金 △ 1,446

繰延資産 - 1,280,652
8,110,925 8,110,925

※ 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 2,138,212 ※

業務費用 1,387,998 ※

人件費 684,100 ※

職員給与費 581,589
賞与等引当金繰入額 43,911
退職手当引当金繰入額 47,632
その他 10,969

物件費等 516,969 ※

物件費 240,909
維持補修費 27,578
減価償却費 239,371
その他 9,110

その他の業務費用 186,930
支払利息 54,794
徴収不能引当金繰入額 1,350
その他 130,786

移転費用 750,213 ※

補助金等 671,187
社会保障給付 73,186
他会計への繰出金 1,542
その他 4,299

経常収益 154,581
使用料及び手数料 46,355
その他 108,226

純経常行政コスト △ 1,983,631
臨時損失 26,993 ※

災害復旧事業費 23,879
資産除売却損 1,219
損失補償等引当金繰入額 801
その他 1,095

臨時利益 1,761
資産売却益 1,270
その他 491

純行政コスト △ 2,008,863

※ 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 1,356,319 7,978,367 △ 6,684,486 62,438

純行政コスト（△） △ 2,008,863 △ 1,997,078 △ 11,785

財源 1,934,319 1,922,070 12,249

税収等 1,566,684 1,566,331 353

国県等補助金 367,635 355,739 11,896

本年度差額 △ 74,543 ※ △ 75,008 465 ※

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 205

無償所管換等 371

他団体出資等分の増加 -

他団体出資等分の減少 △ 1,141 △ 1,141

その他 △ 558

本年度純資産変動額 △ 75,667 ※ △ 96,223 ※ 21,231 △ 676

本年度末純資産残高 1,280,652 7,882,145 △ 6,663,255 61,762

※ 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



（単位：百万円）

【業務活動収支】
業務支出 1,847,311 ※

業務費用支出 1,094,397 ※

人件費支出 665,795
物件費等支出 245,865
支払利息支出 54,599
その他の支出 128,139

移転費用支出 752,914 ※

補助金等支出 676,433
社会保障給付支出 73,186
他会計への繰出支出 1,542
その他の支出 1,755

業務収入 1,931,065
税収等収入 1,565,669
国県等補助金収入 278,466
使用料及び手数料収入 44,106
その他の収入 42,824

臨時支出 23,889
災害復旧事業費支出 23,879
その他の支出 10

臨時収入 13,933
業務活動収支 73,798
【投資活動収支】

投資活動支出 475,227 ※

公共施設等整備費支出 155,408
基金積立金支出 137,775
投資及び出資金支出 68
貸付金支出 181,973
その他の支出 2

投資活動収入 412,374
国県等補助金収入 72,247
基金取崩収入 156,201
貸付金元金回収収入 181,287
資産売却収入 2,623
その他の収入 16

投資活動収支 △ 62,852 ※

【財務活動収支】
財務活動支出 672,897

地方債等償還支出 646,353
その他の支出 26,544

財務活動収入 658,933 ※

地方債等発行収入 638,596
その他の収入 20,338

財務活動収支 △ 13,964
△ 2,779

43,525
40,746

前年度末歳計外現金残高 346
本年度歳計外現金増減額 1
本年度末歳計外現金残高 348 ※

本年度末現金預金残高 41,094

※ 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


