
（単位：百万円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 95,410 固定負債 16,282

有形固定資産 37,579 地方債 4,111
事業用資産 29,427 長期未払金 11,045

土地 2,385 退職手当引当金 809
立木竹 -                     損失補償等引当金 -                     
建物 30,051 その他 317
建物減価償却累計額 △ 9,216 流動負債 1,927
工作物 1,191 1年内償還予定地方債 277
工作物減価償却累計額 △ 752 未払金 1,463
船舶 -                     未払費用 -                     
船舶減価償却累計額 -                     前受金 -                     
浮標等 -                     前受収益 -                     
浮標等減価償却累計額 -                     賞与等引当金 92
航空機 -                     預り金 95
航空機減価償却累計額 -                     その他 -                     
その他 -                     18,209
その他減価償却累計額 -                     【純資産の部】
建設仮勘定 5,767 固定資産等形成分 107,881

インフラ資産 7,526 余剰分（不足分） △ 15,049
土地 578
建物 4
建物減価償却累計額 △ 2
工作物 12,787
工作物減価償却累計額 △ 5,842
その他 -                     
その他減価償却累計額 -                     
建設仮勘定 -                     

物品 1,524
物品減価償却累計額 △ 897

無形固定資産 3
ソフトウェア -                     
その他 3

投資その他の資産 57,829
投資及び出資金 254

有価証券 57
出資金 197
その他 -                     

投資損失引当金 -                     
長期延滞債権 21
長期貸付金 563
基金 56,993

減債基金 -                     
その他 56,993

その他 -                     
徴収不能引当金 △ 2

流動資産 15,631
現金預金 3,153
未収金 7
短期貸付金 30
基金 12,441

財政調整基金 12,425
減債基金 15

棚卸資産 -                     
その他 -                     
徴収不能引当金 △ 1 92,831

111,040 111,040

百万円未満四捨五入の関係上、合計等が一致しない場合があります。

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



（単位：百万円）

経常費用 29,533
業務費用 12,427

人件費 1,191
職員給与費 1,155
賞与等引当金繰入額 92
退職手当引当金繰入額 △ 130
その他 73

物件費等 11,173
物件費 8,181
維持補修費 2,097
減価償却費 893
その他 3

その他の業務費用 64
支払利息 41
徴収不能引当金繰入額 1
その他 21

移転費用 17,106
補助金等 4,872
社会保障給付 279
他会計への繰出金 11,819
その他 136

経常収益 392
使用料及び手数料 76
その他 316

純経常行政コスト △ 29,142
臨時損失 3,996

災害復旧事業費 3,945
資産除売却損 22
投資損失引当金繰入額 29
損失補償等引当金繰入額 -                               
その他 -                               

臨時利益 483
資産売却益 483
その他 -                               

純行政コスト △ 32,654

百万円未満四捨五入の関係上、合計等が一致しない場合があります。

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 88,109 110,125 △ 22,016
純行政コスト（△） △ 32,654 △ 32,654
財源 36,811 36,811

税収等 12,567 12,567
国県等補助金 24,244 24,244

本年度差額 4,156 4,156
固定資産等の変動（内部変動） △ 2,810 2,810

有形固定資産等の増加 3,375 △ 3,375
有形固定資産等の減少 △ 893 893
貸付金・基金等の増加 12,649 △ 12,649
貸付金・基金等の減少 △ 17,942 17,942

資産評価差額 -                      -                      
無償所管換等 0 0
その他 566 566 -                      
本年度純資産変動額 4,722 △ 2,244 6,967

本年度末純資産残高 92,831 107,881 △ 15,049

百万円未満四捨五入の関係上、合計等が一致しない場合があります。

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 余剰分



（単位：百万円）

【業務活動収支】
業務支出 28,754

業務費用支出 11,648
人件費支出 1,333
物件費等支出 10,263
支払利息支出 41
その他の支出 11

移転費用支出 17,106
補助金等支出 4,872
社会保障給付支出 279
他会計への繰出支出 11,819
その他の支出 136

業務収入 35,083
税収等収入 12,542
国県等補助金収入 22,170
使用料及び手数料収入 75
その他の収入 295

臨時支出 3,967
災害復旧事業費支出 3,945
その他の支出 22

臨時収入 383
業務活動収支 2,745
【投資活動収支】

投資活動支出 21,149
公共施設等整備費支出 8,500
基金積立金支出 10,214
投資及び出資金支出 0
貸付金支出 2,435
その他の支出 -                               

投資活動収入 20,200
国県等補助金収入 1,734
基金取崩収入 15,545
貸付金元金回収収入 2,438
資産売却収入 483
その他の収入 -                               

投資活動収支 △ 949
【財務活動収支】

財務活動支出 275
地方債償還支出 267
その他の支出 8

財務活動収入 1,095
地方債発行収入 1,075
その他の収入 20

財務活動収支 820
2,617

441
3,058

前年度末歳計外現金残高 90
本年度歳計外現金増減額 5
本年度末歳計外現金残高 95
本年度末現金預金残高 3,153

百万円未満四捨五入の関係上、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

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


