
【様式第1号】
平成29年度

全体貸借対照表
(平成30年03月31日現在)

(単位:百万円)
科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】
　固定資産 207,055　固定負債 83,382
　　有形固定資産 182,362　　地方債等 61,149
　　　事業用資産 46,174　　長期未払金 -
　　　　土地 27,219　　退職手当引当金 5,266
　　　　立木竹 -　　損失補償等引当金 -
　　　　建物 39,908　　その他 16,967
　　　　建物減価償却累計額 △23,302　流動負債 6,613
　　　　建物減損損失累計額 -　　1年内償還予定地方債等 5,867
　　　　工作物 6,164　　未払金 254
　　　　工作物減価償却累計額 △4,187　　未払費用 -
　　　　船舶 -　　前受金 -
　　　　船舶減価償却累計額 -　　前受収益 -
　　　　浮標等 -　　賞与等引当金 290
　　　　浮標等減価償却累計額 -　　預り金 202
　　　　航空機 -　　その他 -
　　　　航空機減価償却累計額 - 負債合計 89,995
　　　　その他 -【純資産の部】
　　　　その他減価償却累計額 -　固定資産等形成分 193,767
　　　　建設仮勘定 372　余剰分(不足分) △65,971
　　　インフラ資産 131,313　他団体出資等分 -
　　　　土地 5,379
　　　　建物 4,314
　　　　建物減価償却累計額 △1,025
　　　　工作物 271,587
　　　　工作物減価償却累計額 △151,892
　　　　その他 -
　　　　その他減価償却累計額 -
　　　　建設仮勘定 2,951
　　　物品 12,596
　　　物品減価償却累計額 △7,721
　　無形固定資産 3,760
　　　ソフトウェア 102
　　　その他 3,658
　　投資その他の資産 20,933
　　　投資及び出資金 7,492
　　　　有価証券 -
　　　　出資金 7,492
　　　　その他 -
　　　長期延滞債権 1,093
　　　長期貸付金 -
　　　基金 12,462
　　　　減債基金 -
　　　　その他 12,462
　　　その他 -
　　　徴収不能引当金 △115
　流動資産 10,735
　　現金預金 4,059
　　未収金 759
　　短期貸付金 -
　　基金 5,922
　　　財政調整基金 4,131
　　　減債基金 1,791
　　棚卸資産 1
　　その他 53
　　徴収不能引当金 △58
　繰延資産 - 純資産合計 127,795

資産合計 217,790 負債及び純資産合計 217,790



【様式第2号】
平成29年度

全体行政コスト計算書
自 平成29年04月01日
至 平成30年03月31日

(単位:百万円)
科目 金額

　経常費用 45,077
　　業務費用 20,439
　　　人件費 5,116
　　　　職員給与費 4,054
　　　　賞与等引当金繰入額 290
　　　　退職手当引当金繰入額 505
　　　　その他 267
　　　物件費等 13,960
　　　　物件費 6,274
　　　　維持補修費 239
　　　　減価償却費 7,436
　　　　その他 11
　　　その他の業務費用 1,363
　　　　支払利息 833
　　　　徴収不能引当金繰入額 97
　　　　その他 433
　　移転費用 24,638
　　　補助金等 18,781
　　　社会保障給付 5,718
　　　その他 139
　経常収益 2,371
　　使用料及び手数料 1,894
　　その他 477
純経常行政コスト 42,706
　臨時損失 25
　　災害復旧事業費 -
　　資産除売却損 25
　　損失補償等引当金繰入額 -
　　その他 -
　臨時利益 38
　　資産売却益 -
　　その他 38
純行政コスト 42,693



【様式第3号】
平成29年度

全体純資産変動計算書
自 平成29年04月01日
至 平成30年03月31日

(単位:百万円)

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

前年度末純資産残高 127,032 195,483 △68,450 -
　純行政コスト(△) △42,693 △42,693 -
　財源 43,078 43,078 -
　　税収等 32,213 32,213 -
　　国県等補助金 10,866 10,866 -
　本年度差額 385 385 -
　固定資産等の変動（内部変動） △2,094 2,094
　　有形固定資産等の増加 3,305 △3,305
　　有形固定資産等の減少 △5,399 5,399
　　貸付金・基金等の増加 - -
　　貸付金・基金等の減少 - -
　資産評価差額 147 147
　無償所管換等 230 230
　他団体出資等分の増加 - -
　他団体出資等分の減少 - -
　比例連結割合変更に伴う差額 - - - -
　その他 - - -
　本年度純資産変動額 763 △1,716 2,479 -
本年度末純資産残高 127,795 193,767 △65,971 -



【様式第4号】
平成29年度

全体資金収支計算書
自 平成29年04月01日
至 平成30年03月31日

(単位:百万円)
科目 金額

【業務活動収支】
　業務支出 38,082
　　業務費用支出 13,054
　　　人件費支出 4,604
　　　物件費等支出 6,638
　　　支払利息支出 816
　　　その他の支出 995
　　移転費用支出 25,028
　　　補助金等支出 19,123
　　　社会保障給付支出 5,718
　　　その他の支出 186
　業務収入 43,827
　　税収等収入 30,867
　　国県等補助金収入 10,002
　　使用料及び手数料収入 2,067
　　その他の収入 890
　臨時支出 -
　　災害復旧事業費支出 -
　　その他の支出 -
　臨時収入 0
業務活動収支 5,745
【投資活動収支】
　投資活動支出 4,341
　　公共施設等整備費支出 4,104
　　基金積立金支出 237
　　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 883
　　国県等補助金収入 589
　　基金取崩収入 251
　　貸付金元金回収収入 -
　　資産売却収入 6
　　その他の収入 37
投資活動収支 △3,458
【財務活動収支】
　財務活動支出 5,824
　　地方債等償還支出 5,824
　　その他の支出 -
　財務活動収入 4,009
　　地方債等発行収入 3,890
　　その他の収入 119
財務活動収支 △1,815
本年度資金収支額 472
前年度末資金残高 3,390
比例連結割合変更に伴う差額 -
本年度末資金残高 3,863

前年度末歳計外現金残高 208
本年度歳計外現金増減額 △11
本年度末歳計外現金残高 196
本年度末現金預金残高 4,059
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