
財務四表_一般会計等 【様式第1号】

（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 1,665,578   固定負債 921,738

    有形固定資産 1,522,177     地方債 771,115

      事業用資産 257,205     長期未払金 1,969

        土地 93,409     退職手当引当金 139,661

        立木竹 20,265     損失補償等引当金 6,416

        建物 351,756     その他 2,576

        建物減価償却累計額 -213,291   流動負債 121,442

        工作物 22,116     １年内償還予定地方債 110,501

        工作物減価償却累計額 -18,783     未払金 361

        船舶 2,841     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -2,613     前受金 -

        浮標等 2,082     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -787     賞与等引当金 8,387

        航空機 918     預り金 1,203

        航空機減価償却累計額 -918     その他 989

        その他 - 負債合計 1,043,180

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 210   固定資産等形成分 1,680,224

      インフラ資産 1,256,860   余剰分（不足分） -1,026,259

        土地 181,327

        建物 24,317

        建物減価償却累計額 -12,651

        工作物 2,296,551

        工作物減価償却累計額 -1,233,173

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 489

      物品 10,718

      物品減価償却累計額 -2,606

    無形固定資産 2,961

      ソフトウェア 2,955

      その他 7

    投資その他の資産 140,440

      投資及び出資金 14,776

        有価証券 -

        出資金 14,776

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 1,820

      長期貸付金 44,899

      基金 79,274

        減債基金 34,185

        その他 45,089

      その他 -

      徴収不能引当金 -329

  流動資産 31,567

    現金預金 16,279

    未収金 787

    短期貸付金 2,931

    基金 11,715

      財政調整基金 11,715

      減債基金 -

    棚卸資産 2

    その他 -

    徴収不能引当金 -147 純資産合計 653,964

資産合計 1,697,145 負債及び純資産合計 1,697,145

※ 単位未満四捨五入のため、計が一致しない場合があります。

貸借対照表(一般会計等)
（平成29年3月31日現在）



財務四表_一般会計等 【様式第2号】

（単位：百万円）
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※ 単位未満四捨五入のため、計が一致しない場合があります。

行政コスト計算書(一般会計等)
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

    業務費用

      人件費

        職員給与費

        賞与等引当金繰入額

        退職手当引当金繰入額

        その他

      物件費等

        物件費

        維持補修費

        減価償却費

        その他

      その他の業務費用

        支払利息

        徴収不能引当金繰入額

        その他

    移転費用

      補助金等

      社会保障給付

      他会計への繰出金

      その他

  経常収益

    使用料及び手数料

    その他

純経常行政コスト

  臨時損失

    災害復旧事業費

    資産除売却損

    投資損失引当金繰入額

    損失補償等引当金繰入額

    その他

純行政コスト

    その他

  臨時利益

    資産売却益



財務四表_一般会計等 【様式第3号】

（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 661,163 1,713,451 -1,052,288

  純行政コスト（△） -439,866 -439,866

  財源 429,007 429,007

    税収等 349,305 349,305

    国県等補助金 79,702 79,702

  本年度差額 -10,860 -10,860

  固定資産等の変動（内部変動） -36,784 36,784

    有形固定資産等の増加 54,564 -54,564

    有形固定資産等の減少 -91,264 91,264

    貸付金・基金等の増加 34,446 -34,446

    貸付金・基金等の減少 -34,529 34,529

  資産評価差額 -1,017 -1,017

  無償所管換等 4,574 4,574

  その他 105 0 105

  本年度純資産変動額 -7,199 -33,227 26,029

本年度末純資産残高 653,964 1,680,224 -1,026,259

※ 単位未満四捨五入のため、計が一致しない場合があります。

純資産変動計算書(一般会計等)
自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日



財務四表_一般会計等 【様式第4号】

（単位：百万円）

407,178

236,493

150,207
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3,077
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-

-
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-
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1,900
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100,564
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-

-18,749
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14,770

14,564

1,817
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1,716

16,279

※ 単位未満四捨五入のため、計が一致しない場合があります。

資金収支計算書(一般会計等)
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

    業務費用支出

      人件費支出

      物件費等支出

      支払利息支出

      その他の支出

    移転費用支出

      補助金等支出

      社会保障給付支出

      他会計への繰出支出

      その他の支出

  業務収入

    税収等収入

    国県等補助金収入

    使用料及び手数料収入

    その他の収入

  臨時支出

    災害復旧事業費支出

    その他の支出

  臨時収入

業務活動収支

【投資活動収支】

  投資活動支出

    公共施設等整備費支出

    基金積立金支出

    投資及び出資金支出

    貸付金支出

    その他の支出

  投資活動収入

    国県等補助金収入

    基金取崩収入

    貸付金元金回収収入

    資産売却収入

    その他の収入

投資活動収支

【財務活動収支】

  財務活動支出

    地方債償還支出

    その他の支出

  財務活動収入

    地方債発行収入

前年度末歳計外現金残高

本年度歳計外現金増減額

本年度末歳計外現金残高

本年度末現金預金残高

    その他の収入

財務活動収支

本年度資金収支額

前年度末資金残高

本年度末資金残高



財務四表_全体会計 【様式第1号】

（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 1,743,414   固定負債 956,595

    有形固定資産 1,585,566     地方債等 797,660

      事業用資産 283,526     長期未払金 2,002

        土地 97,932     退職手当引当金 142,358

        立木竹 20,265     損失補償等引当金 6,416

        建物 409,704     その他 8,159

        建物減価償却累計額 -250,274   流動負債 139,472

        工作物 23,995     １年内償還予定地方債等 114,805

        工作物減価償却累計額 -20,212     未払金 3,683

        船舶 3,120     未払費用 596

        船舶減価償却累計額 -2,892     前受金 -

        浮標等 2,897     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -1,411     賞与等引当金 9,150

        航空機 918     預り金 1,333

        航空機減価償却累計額 -918     その他 9,904

        その他 - 負債合計 1,096,067

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 401   固定資産等形成分 1,765,185

      インフラ資産 1,288,680   余剰分（不足分） -1,044,637

        土地 190,115   他団体出資等分 -

        建物 33,198

        建物減価償却累計額 -17,816

        工作物 2,336,763

        工作物減価償却累計額 -1,262,509

        その他 24,046

        その他減価償却累計額 -16,000

        建設仮勘定 883

      物品 31,274

      物品減価償却累計額 -17,915

    無形固定資産 3,827

      ソフトウェア 3,063

      その他 763

    投資その他の資産 154,022

      投資及び出資金 19,339

        有価証券 4,550

        出資金 14,789

        その他 -

      長期延滞債権 1,820

      長期貸付金 48,566

      基金 83,587

        減債基金 36,770

        その他 46,817

      その他 1,039

      徴収不能引当金 -329

  流動資産 73,190

    現金預金 22,902

    未収金 5,811

    短期貸付金 10,056

    基金 11,715

      財政調整基金 11,715

      減債基金 -

    棚卸資産 234

    その他 22,664

    徴収不能引当金 -190

  繰延資産 10 純資産合計 720,548

資産合計 1,816,615 負債及び純資産合計 1,816,615

※ 単位未満四捨五入のため、計が一致しない場合があります。

連結貸借対照表（全体会計）
（平成29年3月31日現在）



財務四表_全体会計 【様式第2号】

（単位：百万円）

491,245

321,966

158,663

129,909

168

239

28,346

127,946

34,788

24,070

61,707

7,381

35,357

8,402

21

26,934

169,279

152,144

13,061

1,513

52,323

41,614

10,708

438,922

3,633

3,077

334

217

5

1,878

1,245

634

440,677

※ 単位未満四捨五入のため、計が一致しない場合があります。

    資産売却益

    その他

純行政コスト

    災害復旧事業費

    資産除売却損

    損失補償等引当金繰入額

    その他

  臨時利益

  経常収益

    使用料及び手数料

    その他

純経常行政コスト

  臨時損失

        その他

    移転費用

      補助金等

      社会保障給付

      その他

        減価償却費

        その他

      その他の業務費用

        支払利息

        徴収不能引当金繰入額

        退職手当引当金繰入額

        その他

      物件費等

        物件費

        維持補修費

  経常費用

    業務費用

      人件費

        職員給与費

        賞与等引当金繰入額

連結行政コスト計算書（全体会計）
自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日

科目名 金額



財務四表_全体会計 【様式第3号】

（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 727,346 1,792,949 -1,065,603

  純行政コスト（△） -440,677 -440,677

  財源 430,820 430,820

    税収等 351,099 351,099

    国県等補助金 79,721 79,721

  本年度差額 -9,858 -9,858

  固定資産等の変動（内部変動） -32,929 32,929

    有形固定資産等の増加 57,051 -57,051

    有形固定資産等の減少 -95,678 95,678

    貸付金・基金等の増加 41,355 -41,355

    貸付金・基金等の減少 -35,657 35,657

  資産評価差額 -574 -574

  無償所管換等 5,095 5,095

  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 -1,462 644 -2,106

  本年度純資産変動額 -6,798 -27,764 20,966

本年度末純資産残高 720,548 1,765,185 -1,044,637

※ 単位未満四捨五入のため、計が一致しない場合があります。

連結純資産変動計算書（全体会計）
自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日



財務四表_全体会計 【様式第4号】

（単位：百万円）

436,383

266,978

165,588

65,232

8,402

27,757

169,405

152,270

13,061

1,513

472,348

351,219

69,959

41,881

9,290

3,077

3,077

-

634

33,521

97,075

25,710

24,248

12,220

34,897

-

84,003

9,762

23,974

34,449

2,297

13,521

-13,072

103,863

102,298

1,565

83,588

83,434

154

-20,276

174

21,012

-

21,186

1,817

-101

1,716

22,902

※ 単位未満四捨五入のため、計が一致しない場合があります。

本年度末歳計外現金残高

本年度末現金預金残高

財務活動収支

本年度資金収支額

前年度末資金残高

比例連結割合変更に伴う差額

本年度末資金残高

  財務活動収入

    地方債等発行収入

    その他の収入

前年度末歳計外現金残高

本年度歳計外現金増減額

投資活動収支

【財務活動収支】

  財務活動支出

    地方債等償還支出

    その他の支出

    国県等補助金収入

    基金取崩収入

    貸付金元金回収収入

    資産売却収入

    その他の収入

    基金積立金支出

    投資及び出資金支出

    貸付金支出

    その他の支出

  投資活動収入

  臨時収入

業務活動収支

【投資活動収支】

  投資活動支出

    公共施設等整備費支出

    使用料及び手数料収入

    その他の収入

  臨時支出

    災害復旧事業費支出

    その他の支出

      社会保障給付支出

      その他の支出

  業務収入

    税収等収入

    国県等補助金収入

      物件費等支出

      支払利息支出

      その他の支出

    移転費用支出

      補助金等支出

【業務活動収支】

  業務支出

    業務費用支出

      人件費支出

連結資金収支計算書（全体会計）
自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日

科目名 金額



財務四表_連結会計 【様式第1号】

（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 1,807,131   固定負債 1,001,033

    有形固定資産 1,636,706     地方債等 831,355

      事業用資産 333,782     長期未払金 6,112

        土地 116,618     退職手当引当金 142,961

        立木竹 20,265     損失補償等引当金 6,416

        建物 411,388     その他 14,190

        建物減価償却累計額 -251,082   流動負債 147,420

        工作物 26,818     １年内償還予定地方債等 118,938

        工作物減価償却累計額 -21,283     未払金 5,859

        船舶 3,188     未払費用 638

        船舶減価償却累計額 -2,959     前受金 1,141

        浮標等 2,897     前受収益 0

        浮標等減価償却累計額 -1,411     賞与等引当金 9,357

        航空機 918     預り金 1,476

        航空機減価償却累計額 -918     その他 10,011

        その他 596 負債合計 1,148,454

        その他減価償却累計額 -440 【純資産の部】

        建設仮勘定 29,189   固定資産等形成分 1,828,311

      インフラ資産 1,288,680   余剰分（不足分） -1,081,057

        土地 190,115   他団体出資等分 -1,703

        建物 33,198

        建物減価償却累計額 -17,816

        工作物 2,336,763

        工作物減価償却累計額 -1,262,509

        その他 24,046

        その他減価償却累計額 -16,000

        建設仮勘定 883

      物品 34,224

      物品減価償却累計額 -19,980

    無形固定資産 3,890

      ソフトウェア 3,120

      その他 769

    投資その他の資産 166,535

      投資及び出資金 20,773

        有価証券 5,993

        出資金 14,780

        その他 -

      長期延滞債権 1,823

      長期貸付金 46,375

      基金 96,207

        減債基金 36,770

        その他 59,437

      その他 1,702

      徴収不能引当金 -344

  流動資産 86,865

    現金預金 34,922

    未収金 6,865

    短期貸付金 9,466

    基金 11,715

      財政調整基金 11,715

      減債基金 -

    棚卸資産 1,268

    その他 22,819

    徴収不能引当金 -190

  繰延資産 10 純資産合計 745,551

資産合計 1,894,005 負債及び純資産合計 1,894,005

※ 単位未満四捨五入のため、計が一致しない場合があります。

連結貸借対照表（連結会計）
（平成29年3月31日現在）



財務四表_連結会計 【様式第2号】

（単位：百万円）

497,334

332,428

161,157

131,518

233

317

29,088

133,344

37,474

24,298

62,135

9,437

37,927

8,516

24

29,387

164,906

150,324

13,061

1,520

61,098

41,526

19,572

436,235

4,730

3,077

815

217

621

2,319

1,324

995

438,647

※ 単位未満四捨五入のため、計が一致しない場合があります。

    資産売却益

    その他

純行政コスト

    災害復旧事業費

    資産除売却損

    損失補償等引当金繰入額

    その他

  臨時利益

  経常収益

    使用料及び手数料

    その他

純経常行政コスト

  臨時損失

        その他

    移転費用

      補助金等

      社会保障給付

      その他

        減価償却費

        その他

      その他の業務費用

        支払利息

        徴収不能引当金繰入額

        退職手当引当金繰入額

        その他

      物件費等

        物件費

        維持補修費

  経常費用

    業務費用

      人件費

        職員給与費

        賞与等引当金繰入額

連結行政コスト計算書（連結会計）
自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日

科目名 金額



財務四表_連結会計 【様式第3号】

（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 753,013 1,860,475 -1,106,062 -1,399

  純行政コスト（△） -438,647 -436,407 -2,240

  財源 428,599 426,604 1,996

    税収等 349,377 349,023 354

    国県等補助金 79,222 77,581 1,641

  本年度差額 -10,047 -9,803 -244

  固定資産等の変動（内部変動） -34,012 34,012

    有形固定資産等の増加 57,285 -57,285

    有形固定資産等の減少 -97,671 97,671

    貸付金・基金等の増加 42,479 -42,479

    貸付金・基金等の減少 -36,105 36,105

  資産評価差額 -663 -663

  無償所管換等 5,095 5,095

  他団体出資等分の増加

  他団体出資等分の減少 60 -60

  比例連結割合変更に伴う差額

  その他 -1,847 -2,584 738

  本年度純資産変動額 -7,462 -32,164 25,006 -303

本年度末純資産残高 745,551 1,828,311 -1,081,057 -1,703

※ 単位未満四捨五入のため、計が一致しない場合があります。

連結純資産変動計算書（連結会計）
自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日



財務四表_連結会計 【様式第4号】

（単位：百万円）

442,037

276,996

168,047

69,432

8,517

31,000

165,041

150,460

13,061

1,520

478,507

349,132

69,438

41,847

18,090

3,127

3,077

49

768

34,110

95,465

25,913

24,480

13,318

31,694

60

83,500

9,762

24,058

31,944

4,144

13,591

-11,965

108,951

107,352

1,600

87,987

91,051

-3,064

-20,964

1,181

32,025

-

33,207

1,817

-101

1,716

34,922

※ 単位未満四捨五入のため、計が一致しない場合があります。

本年度末歳計外現金残高

本年度末現金預金残高

財務活動収支

本年度資金収支額

前年度末資金残高

比例連結割合変更に伴う差額

本年度末資金残高

  財務活動収入

    地方債等発行収入

    その他の収入

前年度末歳計外現金残高

本年度歳計外現金増減額

投資活動収支

【財務活動収支】

  財務活動支出

    地方債等償還支出

    その他の支出

    国県等補助金収入

    基金取崩収入

    貸付金元金回収収入

    資産売却収入

    その他の収入

    基金積立金支出

    投資及び出資金支出

    貸付金支出

    その他の支出

  投資活動収入

  臨時収入

業務活動収支

【投資活動収支】

  投資活動支出

    公共施設等整備費支出

    使用料及び手数料収入

    その他の収入

  臨時支出

    災害復旧事業費支出

    その他の支出

      社会保障給付支出

      その他の支出

  業務収入

    税収等収入

    国県等補助金収入

      物件費等支出

      支払利息支出

      その他の支出

    移転費用支出

      補助金等支出

【業務活動収支】

  業務支出

    業務費用支出

      人件費支出

連結資金収支計算書（連結会計）
自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日

科目名 金額


