
（単位：百万円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 113,644 固定負債 43,163

有形固定資産 111,748 地方債 37,693
事業用資産 64,670 長期未払金 -

土地 39,129 退職手当引当金 5,049
立木竹 - 損失補償等引当金 -
建物 61,147 その他 422
建物減価償却累計額 △ 36,099 流動負債 5,484
工作物 2,264 1年内償還予定地方債 4,339
工作物減価償却累計額 △ 1,783 未払金 1
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 517
航空機 - 預り金 505
航空機減価償却累計額 - その他 123
その他 - 48,648
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 14 固定資産等形成分 114,555

インフラ資産 45,671 余剰分（不足分） △ 47,842
土地 13,568
建物 92
建物減価償却累計額 △ 35
工作物 62,904
工作物減価償却累計額 △ 31,069
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 211

物品 4,183
物品減価償却累計額 △ 2,776

無形固定資産 94
ソフトウェア 94
その他 -

投資その他の資産 1,802
投資及び出資金 136

有価証券 15
出資金 121
その他 -

投資損失引当金 -
長期延滞債権 468
長期貸付金 5
基金 1,164

減債基金 21
その他 1,143

その他 65
徴収不能引当金 △ 37

流動資産 1,716
現金預金 616
未収金 189
短期貸付金 -
基金 911

財政調整基金 911
減債基金 -

棚卸資産 -
その他 -
徴収不能引当金 0 66,713

115,360 115,360

※端数処理のため、各欄の合計、差引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

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



（単位：百万円）

経常費用 39,886
業務費用 16,249

人件費 7,545
職員給与費 6,055
賞与等引当金繰入額 517
退職手当引当金繰入額 432
その他 541

物件費等 7,980
物件費 4,951
維持補修費 316
減価償却費 2,693
その他 20

その他の業務費用 724
支払利息 468
徴収不能引当金繰入額 24
その他 231

移転費用 23,638
補助金等 3,876
社会保障給付 14,020
他会計への繰出金 5,738
その他 4

経常収益 965
使用料及び手数料 533
その他 432

純経常行政コスト △ 38,921
臨時損失 44

災害復旧事業費 -
資産除売却損 44
投資損失引当金繰入額 -
損失補償等引当金繰入額 -
その他 0

臨時利益 3
資産売却益 3
その他 -

純行政コスト △ 38,962

※端数処理のため、各欄の合計、差引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 67,614 113,974 △ 46,359

純行政コスト（△） △ 38,962 △ 38,962

財源 37,986 37,986

税収等 24,799 24,799

国県等補助金 13,187 13,187

本年度差額 △ 976 △ 976

固定資産等の変動（内部変動） 507 △ 507

有形固定資産等の増加 3,686 △ 3,686

有形固定資産等の減少 △ 2,734 2,734

貸付金・基金等の増加 448 △ 448

貸付金・基金等の減少 △ 893 893

資産評価差額 - -

無償所管換等 74 74

その他 0 0 -

本年度純資産変動額 △ 901 582 △ 1,483

本年度末純資産残高 66,713 114,555 △ 47,842

※端数処理のため、各欄の合計、差引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
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 37,204

業務費用支出 13,566
人件費支出 7,562
物件費等支出 5,310
支払利息支出 468
その他の支出 225

移転費用支出 23,638
補助金等支出 3,876
社会保障給付支出 14,020
他会計への繰出支出 5,738
その他の支出 4

業務収入 38,181
税収等収入 24,872
国県等補助金収入 12,347
使用料及び手数料収入 522
その他の収入 441

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 977
【投資活動収支】

投資活動支出 3,708
公共施設等整備費支出 3,235
基金積立金支出 448
投資及び出資金支出 -
貸付金支出 25
その他の支出 -

投資活動収入 1,716
国県等補助金収入 841
基金取崩収入 833
貸付金元金回収収入 25
資産売却収入 17
その他の収入 -

投資活動収支 △ 1,992
【財務活動収支】

財務活動支出 4,909
地方債償還支出 4,815
その他の支出 93

財務活動収入 5,786
地方債発行収入 5,786
その他の収入 -

財務活動収支 877
△ 138

249
111

前年度末歳計外現金残高 213
本年度歳計外現金増減額 292
本年度末歳計外現金残高 505
本年度末現金預金残高 616

※端数処理のため、各欄の合計、差引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


