
（単位：百万円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 1,574,776 ※ 固定負債 768,708

有形固定資産 1,465,392 ※ 地方債 649,255
事業用資産 192,607 ※ 長期未払金 4,690

土地 101,594 退職手当引当金 113,726
立木竹 2,562 損失補償等引当金 768
建物 234,458 その他 269
建物減価償却累計額 △ 155,022 流動負債 74,840 ※

工作物 16,344 1年内償還予定地方債 62,132
工作物減価償却累計額 △ 7,840 未払金 1,493
船舶 459 未払費用 0
船舶減価償却累計額 △ 206 前受金 74
浮標等 572 前受収益 0
浮標等減価償却累計額 △ 564 賞与等引当金 8,266
航空機 0 預り金 2,791
航空機減価償却累計額 0 その他 83
その他 0 843,548
その他減価償却累計額 0 【純資産の部】
建設仮勘定 249 固定資産等形成分 1,597,001

インフラ資産 1,261,549 余剰分（不足分） △ 830,334
土地 322,031
建物 6,653
建物減価償却累計額 △ 3,539
工作物 1,811,525
工作物減価償却累計額 △ 885,408
その他 0
その他減価償却累計額 0
建設仮勘定 10,287

物品 29,235
物品減価償却累計額 △ 17,999

無形固定資産 1,685
ソフトウェア 1,677
その他 8

投資その他の資産 107,699 ※

投資及び出資金 21,464
有価証券 71
出資金 21,208
その他 185

投資損失引当金 △ 83
長期延滞債権 3,290
長期貸付金 26,106
基金 56,216

減債基金 7,439
その他 48,777

その他 812
徴収不能引当金 △ 107

流動資産 35,438
現金預金 12,698
未収金 517
短期貸付金 3,876
基金 18,349

財政調整基金 17,458
減債基金 891

棚卸資産 0
その他 0
徴収不能引当金 △ 2 766,666 ※

1,610,214 1,610,214

※ 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。

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
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（単位：百万円）

経常費用 350,524 ※

業務費用 208,751 ※

人件費 120,976
職員給与費 103,324
賞与等引当金繰入額 8,266
退職手当引当金繰入額 6,615
その他 2,771

物件費等 80,694 ※

物件費 28,483
維持補修費 7,951
減価償却費 43,991
その他 268

その他の業務費用 7,081 ※

支払利息 4,752
徴収不能引当金繰入額 80
その他 2,248

移転費用 141,773
補助金等 132,298
社会保障給付 8,341
他会計への繰出金 40
その他 1,094

経常収益 13,654
使用料及び手数料 6,378
その他 7,276

純経常行政コスト △ 336,870
臨時損失 1,010

災害復旧事業費 661
資産除売却損 349
投資損失引当金繰入額 -
損失補償等引当金繰入額 -
その他 -

臨時利益 1,142 ※

資産売却益 626
その他 517

純行政コスト △ 336,737 ※

※ 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。

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 782,236 1,620,645 △ 838,409

純行政コスト（△） △ 336,737 △ 336,737

財源 319,798 319,798

税収等 262,875 262,875

国県等補助金 56,923 56,923

本年度差額 △ 16,939 △ 16,939

固定資産等の変動（内部変動） △ 25,014 ※ 25,014 ※

有形固定資産等の増加 27,560 △ 27,560

有形固定資産等の減少 △ 51,847 51,847

貸付金・基金等の増加 10,018 △ 10,018

貸付金・基金等の減少 △ 10,744 10,744

資産評価差額 - -

無償所管換等 1,369 1,369

その他 - - -

本年度純資産変動額 △ 15,570 △ 23,644 ※ 8,074 ※

本年度末純資産残高 766,666 1,597,001 △ 830,334 ※

※ 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。

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）

H30年9月4日修正



（単位：百万円）

【業務活動収支】
業務支出 326,937 ※

業務費用支出 183,383 ※

人件費支出 125,330
物件費等支出 36,716
支払利息支出 4,752
その他の支出 16,584

移転費用支出 143,554
補助金等支出 134,079
社会保障給付支出 8,341
他会計への繰出支出 40
その他の支出 1,094

業務収入 320,908 ※

税収等収入 277,309
国県等補助金収入 29,935
使用料及び手数料収入 6,380
その他の収入 7,285

臨時支出 662
災害復旧事業費支出 662
その他の支出 -

臨時収入 560
業務活動収支 △ 6,130 ※

【投資活動収支】
投資活動支出 52,744 ※

公共施設等整備費支出 20,385
基金積立金支出 6,682
投資及び出資金支出 -
貸付金支出 25,676
その他の支出 -

投資活動収入 60,385
国県等補助金収入 26,428
基金取崩収入 5,989
貸付金元金回収収入 27,000
資産売却収入 968
その他の収入 -

投資活動収支 7,641
【財務活動収支】

財務活動支出 87,111
地方債償還支出 87,031
その他の支出 80

財務活動収入 81,235
地方債発行収入 81,235
その他の収入 -

財務活動収支 △ 5,876
△ 4,366 ※

14,273
9,907

前年度末歳計外現金残高 2,879
本年度歳計外現金増減額 △ 88
本年度末歳計外現金残高 2,791
本年度末現金預金残高 12,698

※ 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

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

H30年9月4日修正


