
（単位：百万円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 1,338,616 固定負債 1,222,828

有形固定資産 1,212,726 地方債等 1,033,723
事業用資産 384,788 長期未払金 37,326

土地 200,890 退職手当引当金 144,084
土地減損損失累計額 - 損失補償等引当金 3,438
立木竹 16,376 その他 4,256
立木竹減損損失累計額 - 流動負債 97,450
建物 389,728 1年内償還予定地方債等 72,475
建物減価償却累計額 △ 228,394 未払金 6,130
建物減損損失累計額 - 未払費用 2,356
工作物 19,503 前受金 34
工作物減価償却累計額 △ 16,451 前受収益 -
工作物減損損失累計額 - 賞与等引当金 12,021
船舶 2,088 預り金 2,981
船舶減価償却累計額 △ 1,744 その他 1,452
船舶減損損失累計額 - 1,320,278
浮標等 283 【純資産の部】
浮標等減価償却累計額 △ 209 固定資産等形成分 1,364,745
浮標等減損損失累計額 - 余剰分（不足分） △ 1,284,275
航空機 1,082
航空機減価償却累計額 △ 1,081
航空機減損損失累計額 -
その他 -
その他減価償却累計額 -
その他減損損失累計額 -
建設仮勘定 2,719

インフラ資産 804,255
土地 37,763
土地減損損失累計額 -
建物 9,109
建物減価償却累計額 △ 4,047
建物減損損失累計額 -
工作物 1,285,009
工作物減価償却累計額 △ 557,553
工作物減損損失累計額 -
その他 -
その他減価償却累計額 -
その他減損損失累計額 -
建設仮勘定 33,973

物品 77,583
物品減価償却累計額 △ 53,899
物品減損損失累計額 -

無形固定資産 2,081
ソフトウェア 1,409
その他 672

投資その他の資産 123,808
投資及び出資金 54,529

有価証券 1,967
出資金 52,562
その他 -

投資損失引当金 △ 11,059
長期延滞債権 5,561
長期貸付金 33,627
基金 41,561

減債基金 5,000
その他 36,561

その他 16
徴収不能引当金 △ 426

流動資産 62,131
現金預金 29,123
未収金 5,842
短期貸付金 1,369
基金 24,760

財政調整基金 15,678
減債基金 9,082

棚卸資産 120
その他 1,114
徴収不能引当金 △ 197

繰延資産 - 80,470

1,400,747 1,400,747
(注)百万円単位で四捨五入しているため、合計等が一致しない場合があります。

負債合計

純資産合計

資産合計 負債及び純資産合計

全体貸借対照表 （平成29年3月31日現在）

科目 金額 科目 金額



全体行政コスト計算書　（平成28年4月1日～平成29年3月31日）

（単位：百万円）

経常費用 441,327

業務費用 283,972

人件費 177,407

職員給与費 149,287

賞与等引当金繰入額 12,007

退職手当引当金繰入額 11,898

その他 4,216

物件費等 89,869

物件費 33,856

維持補修費 18,598

減価償却費 37,389

その他 26

その他の業務費用 16,697

支払利息 11,101

徴収不能引当金繰入額 478

その他 5,118

移転費用 157,354

補助金等 145,401

社会保障給付 9,003

他会計への繰出金 2,663

その他 287

経常収益 40,687

使用料及び手数料 30,110

その他 10,577

純経常行政コスト △ 400,640

臨時損失 2,001

災害復旧事業費 676

資産除売却損 553

投資損失引当金繰入額 753

損失補償等引当金繰入額 1

その他 18

臨時利益 2,079

資産売却益 1,395

その他 684

純行政コスト △ 400,562

(注)百万円単位で四捨五入しているため、合計等が一致しない場合があります。

全体純資産変動計算書　（平成28年4月1日～平成29年3月31日）
（単位：百万円）      

(注)百万円単位で四捨五入しているため、合計等が一致しない場合があります。

科目 金額

前年度末純資産残高 95,806 1,376,876 △ 1,281,070

純行政コスト（△） △ 400,562 △ 400,562

財源 384,051 384,051

税収等 325,099 325,099

国県等補助金 58,952 58,952

本年度差額 △ 16,511 △ 16,511

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 13

無償所管換等 1,162

その他 -

本年度純資産変動額 △ 15,337 △ 12,131 △ 3,205

本年度末純資産残高 80,470 1,364,745 △ 1,284,275

科目 合計 固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）



全体資金収支計算書　（平成28年4月1日～平成29年3月31日）
（単位：百万円）

【業務活動収支】
業務支出 428,706

業務費用支出 271,305
人件費支出 181,307
物件費等支出 51,838
支払利息支出 12,636
その他の支出 25,523

移転費用支出 157,402
補助金等支出 145,449
社会保障給付支出 9,003
他会計への繰出支出 2,663
その他の支出 287

業務収入 436,641
税収等収入 347,930
国県等補助金収入 48,812
使用料及び手数料収入 29,995
その他の収入 9,904

臨時支出 1,019
災害復旧事業費支出 676
その他の支出 342

臨時収入 437
業務活動収支 7,353
【投資活動収支】

投資活動支出 54,831
公共施設等整備費支出 28,181
基金積立金支出 7,223
投資及び出資金支出 811
貸付金支出 18,616
その他の支出 -

投資活動収入 47,579
国県等補助金収入 9,771
基金取崩収入 15,709
貸付金元金回収収入 19,848
資産売却収入 1,740
その他の収入 511

投資活動収支 △ 7,252
【財務活動収支】

財務活動支出 126,665
地方債償還支出 125,345
その他の支出 1,320

財務活動収入 126,891
地方債発行収入 126,891
その他の収入 -

財務活動収支 226
327

25,899
26,225

前年度末歳計外現金残高 2,126
本年度歳計外現金増減額 772
本年度末歳計外現金残高 2,898
本年度末現金預金残高 29,123
(注)百万円単位で四捨五入しているため、合計等が一致しない場合があります。

前年度末資金残高
本年度末資金残高

科目 金額

本年度資金収支額


