
（単位：百万円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 9,752,388 固定負債 2,693,781

有形固定資産 8,628,212 地方債 2,470,798
事業用資産 2,591,552 長期未払金 9,515

土地 1,676,580 退職手当引当金 143,758
立木竹 - 損失補償等引当金 64,279
建物 1,903,190 その他 5,430
建物減価償却累計額 △ 1,103,195 流動負債 135,967
工作物 214,454 1年内償還予定地方債 117,061
工作物減価償却累計額 △ 133,625 未払金 1,557
船舶 2,885 未払費用 -
船舶減価償却累計額 △ 2,885 前受金 -
浮標等 2,056 前受収益 -
浮標等減価償却累計額 △ 1,825 賞与等引当金 15,117
航空機 3,559 預り金 2,232
航空機減価償却累計額 △ 2,023 その他 -
その他 2,138 2,829,748
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 30,242 固定資産等形成分 9,772,044

インフラ資産 6,021,345 余剰分（不足分） △ 2,803,160
土地 4,963,408
建物 153,811
建物減価償却累計額 △ 66,976
工作物 1,705,771
工作物減価償却累計額 △ 863,149
その他 684
その他減価償却累計額 △ 104
建設仮勘定 127,900

物品 44,471
物品減価償却累計額 △ 29,156

無形固定資産 14,443
ソフトウェア 6,531
その他 7,913

投資その他の資産 1,109,733
投資及び出資金 737,443

有価証券 88,992
出資金 648,451
その他 -

投資損失引当金 △ 3,796
長期延滞債権 11,360
長期貸付金 128,939
基金 236,534

減債基金 91,390
その他 145,143

その他 399
徴収不能引当金 △ 1,146

流動資産 46,243
現金預金 21,638
未収金 5,437
短期貸付金 2,299
基金 17,357

財政調整基金 17,357
減債基金 -

棚卸資産 -
その他 -
徴収不能引当金 △ 488 6,968,884

9,798,631 9,798,631

一般会計等貸借対照表
（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 1,290,951
業務費用 563,774

人件費 207,246
職員給与費 165,195
賞与等引当金繰入額 15,117
退職手当引当金繰入額 11,059
その他 15,875

物件費等 275,882
物件費 172,946
維持補修費 18,189
減価償却費 84,680
その他 66

その他の業務費用 80,647
支払利息 33,070
徴収不能引当金繰入額 1,634
その他 45,942

移転費用 727,177
補助金等 127,721
社会保障給付 424,832
他会計への繰出金 174,501
その他 123

経常収益 113,849
使用料及び手数料 47,608
その他 66,242

純経常行政コスト △ 1,177,102
臨時損失 6,423

災害復旧事業費 -
資産除売却損 2,599
投資損失引当金繰入額 3,796
損失補償等引当金繰入額 -
その他 28

臨時利益 6,945
資産売却益 836
その他 6,109

純行政コスト △ 1,176,580

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 金額



（単位：百万円）

前年度末純資産残高 6,868,921 9,688,081 △ 2,819,160

純行政コスト（△） △ 1,176,580 △ 1,176,580

財源 1,209,188 1,209,188

税収等 876,159 876,159

国県等補助金 333,029 333,029

本年度差額 32,609 32,609

固定資産等の変動（内部変動） 16,609 △ 16,609

有形固定資産等の増加 492,445 △ 492,445

有形固定資産等の減少 △ 467,003 467,003

貸付金・基金等の増加 14,267 △ 14,267

貸付金・基金等の減少 △ 23,101 23,101

資産評価差額 - -

無償所管換等 67,354 67,354

その他 - - -

本年度純資産変動額 99,963 83,962 16,000

本年度末純資産残高 6,968,884 9,772,044 △ 2,803,160

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

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 1,202,992

業務費用支出 475,815
人件費支出 205,613
物件費等支出 191,202
支払利息支出 33,070
その他の支出 45,930

移転費用支出 727,177
補助金等支出 127,721
社会保障給付支出 424,832
他会計への繰出支出 174,501
その他の支出 123

業務収入 1,292,319
税収等収入 876,575
国県等補助金収入 302,115
使用料及び手数料収入 47,644
その他の収入 65,985

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 89,327
【投資活動収支】

投資活動支出 261,158
公共施設等整備費支出 144,429
基金積立金支出 100,807
投資及び出資金支出 13,181
貸付金支出 2,741
その他の支出 -

投資活動収入 183,763
国県等補助金収入 30,914
基金取崩収入 116,756
貸付金元金回収収入 5,977
資産売却収入 30,116
その他の収入 -

投資活動収支 △ 77,395
【財務活動収支】

財務活動支出 254,025
地方債償還支出 251,829
その他の支出 2,196

財務活動収入 241,604
地方債発行収入 241,604
その他の収入 -

財務活動収支 △ 12,422
△ 490
19,896

-
19,406

前年度末歳計外現金残高 2,435
本年度歳計外現金増減額 △ 202
本年度末歳計外現金残高 2,232
本年度末現金預金残高 21,638

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

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 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 13,723,733 固定負債 5,689,547

有形固定資産 12,625,454 地方債等 4,110,026
事業用資産 3,794,055 長期未払金 77,222

土地 1,847,050 退職手当引当金 207,126
土地減損損失累計額 △ 467 損失補償等引当金 0
立木竹 - その他 1,295,173
建物 2,377,651 流動負債 809,711
建物減価償却累計額 △ 1,366,016 1年内償還予定地方債等 325,995
建物減損損失累計額 △ 83 未払金 72,049
工作物 1,131,694 未払費用 7,965
工作物減価償却累計額 △ 469,312 前受金 6,080
船舶 3,131 前受収益 2,776
船舶減価償却累計額 △ 3,068 賞与等引当金 21,059
浮標等 2,056 預り金 14,359
浮標等減価償却累計額 △ 1,825 その他 359,428
航空機 3,559 6,499,258
航空機減価償却累計額 △ 2,023 【純資産の部】
その他 4,937 固定資産等形成分 13,749,167
その他減価償却累計額 △ 1,549 余剰分（不足分） △ 5,824,426
建設仮勘定 268,320

インフラ資産 8,557,748
土地 5,119,684
建物 402,363
建物減価償却累計額 △ 216,485
建物減損損失累計額 △ 70
工作物 5,857,268
工作物減価償却累計額 △ 2,787,609
工作物減損損失累計額 △ 47
その他 684
その他減価償却累計額 △ 104
建設仮勘定 182,064

物品 893,758
物品減価償却累計額 △ 619,561
物品減損損失累計額 △ 546

無形固定資産 232,358
ソフトウェア 9,367
その他 222,991

投資その他の資産 865,921
投資及び出資金 109,382

有価証券 33,546
出資金 75,439
その他 397

長期延滞債権 20,301
長期貸付金 61,162
基金 324,300

減債基金 91,390
その他 232,909

その他 361,063
徴収不能引当金 △ 10,286

流動資産 700,177
現金預金 353,760
未収金 100,563
短期貸付金 7,977
基金 17,457

財政調整基金 17,457
減債基金 -

棚卸資産 65,384
その他 156,105
徴収不能引当金 △ 1,068

繰延資産 90 7,924,742
14,424,000 14,424,000

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 2,534,856
業務費用 1,053,049

人件費 322,309
職員給与費 262,688
賞与等引当金繰入額 24,901
退職手当引当金繰入額 15,113
その他 19,607

物件費等 591,033
物件費 271,413
維持補修費 35,478
減価償却費 219,724
その他 64,418

その他の業務費用 139,707
支払利息 65,034
徴収不能引当金繰入額 8,958
その他 65,715

移転費用 1,481,807
補助金等 1,052,526
社会保障給付 425,236
他会計への繰出金 0
その他 4,045

経常収益 489,584
使用料及び手数料 297,256
その他 192,328

純経常行政コスト △ 2,045,272
臨時損失 7,671

災害復旧事業費 -
資産除売却損 4,471
損失補償等引当金繰入額 -
その他 3,200

臨時利益 3,471
資産売却益 949
その他 2,522

純行政コスト △ 2,049,472

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 8,247,531 14,078,343 △ 5,830,812

純行政コスト（△） △ 2,049,472 △ 2,049,472

財源 2,129,661 2,129,661

税収等 1,467,733 1,467,733

国県等補助金 661,929 661,929

本年度差額 80,190 80,190

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 △ 146

無償所管換等 43,756

他団体出資等分の増加 -

他団体出資等分の減少 -

その他 △ 446,589

本年度純資産変動額 △ 322,789 △ 329,176 6,386

本年度末純資産残高 7,924,742 13,749,167 △ 5,824,426

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）



（単位：百万円）

【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
地方債等償還支出
その他の支出

財務活動収入
地方債等発行収入
その他の収入

財務活動収支
120,660
230,867
351,527

前年度末歳計外現金残高 2,435
本年度歳計外現金増減額 △ 202
本年度末歳計外現金残高 2,232
本年度末現金預金残高 353,760

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


