
（単位：百万円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 2,671,871 ※ 固定負債 1,976,914 ※

有形固定資産 1,974,519 ※ 地方債等 1,555,362
事業用資産 501,120 長期未払金 15,044

土地 192,516 退職手当引当金 231,733
立木竹 27,622 損失補償等引当金 12
立木竹減損損失累計額 ▲ 15,973 その他 174,762
建物 614,458 流動負債 237,150 ※

建物減価償却累計額 ▲ 346,742 1年内償還予定地方債等 193,213
建物減損損失累計額 ▲ 153 未払金 10,800
工作物 42,321 未払費用 360
工作物減価償却累計額 ▲ 26,828 前受金 5,553
船舶 5,777 前受収益 1,769
船舶減価償却累計額 ▲ 4,143 賞与等引当金 20,058
浮標等 55 預り金 4,719
浮標等減価償却累計額 ▲ 33 その他 677
航空機 - 2,214,064
航空機減価償却累計額 - 【純資産の部】
その他 33 固定資産等形成分 2,713,032
その他減価償却累計額 ▲ 3 余剰分（不足分） ▲ 1,988,007 ※

建設仮勘定 12,213 他団体出資等分 7,684
インフラ資産 1,412,578

土地 327,550
建物 79,825
建物減価償却累計額 ▲ 36,792
工作物 1,667,698
工作物減価償却累計額 ▲ 804,851
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 179,148

物品 205,347
物品減価償却累計額 ▲ 144,527

無形固定資産 65,847
ソフトウェア 3,215
その他 62,632

投資その他の資産 631,504
投資及び出資金 41,793 ※

有価証券 33,813
出資金 7,981
その他 -

長期延滞債権 7,080
長期貸付金 57,769
基金 421,394

減債基金 74,562
その他 346,832

その他 108,889
徴収不能引当金 ▲ 5,422

流動資産 274,885
現金預金 202,310
未収金 8,698
短期貸付金 1,003
基金 40,158

財政調整基金 20,423
減債基金 19,735

棚卸資産 19,551
その他 3,502
徴収不能引当金 ▲ 337

繰延資産 18 732,709 ※

2,946,773 ※ 2,946,773
※ 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。

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 863,289
業務費用 453,350 ※

人件費 279,771
職員給与費 236,812
賞与等引当金繰入額 20,058
退職手当引当金繰入額 18,933
その他 3,968

物件費等 149,307
物件費 64,698
維持補修費 9,934
減価償却費 71,393
その他 3,282

その他の業務費用 24,272 ※

支払利息 12,906
徴収不能引当金繰入額 1,736
その他 9,629

移転費用 409,939 ※

補助金等 378,081
社会保障給付 14,509
他会計への繰出金 2,301
その他 15,049

経常収益 92,169 ※

使用料及び手数料 36,895
その他 55,273

純経常行政コスト 771,120
臨時損失 166,298

災害復旧事業費 154,639
資産除売却損 10,859
損失補償等引当金繰入額 -
その他 800

臨時利益 2,109
資産売却益 906
その他 1,203

純行政コスト 935,309

※ 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 737,989 2,852,318 ▲ 2,121,814 7,485

純行政コスト（▲） ▲ 935,309 ▲ 934,723 ▲ 586

財源 931,401 ※ 930,605 796 ※

税収等 612,484 ※ 612,419 66

国等補助金 318,917 318,186 731

本年度差額 ▲ 3,908 ▲ 4,119 ※ 210

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 ▲ 299

無償所管換等 ▲ 721

他団体出資等分の増加 77 77

他団体出資等分の減少 ▲ 89 ▲ 89

その他 ▲ 341

本年度純資産変動額 ▲ 5,280 ※ ▲ 139,286 133,808 199 ※

本年度末純資産残高 732,709 2,713,032 ▲ 1,988,007 ※ 7,684

※ 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

省略



（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
▲ 13,570

212,408
198,838

前年度末歳計外現金残高 3,313
本年度歳計外現金増減額 158
本年度末歳計外現金残高 3,471
本年度末現金預金残高 202,310 ※

※ 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

省略


