
自治体名：広島県 年度：平成29年度

会計：全体会計   

貸借対照表(BS) （単位：百万円）

科目名

【資産の部】

  固定資産 3,486,348

    有形固定資産 2,927,930

      事業用資産 931,262

        土地 696,660

        立木竹 3,477

        建物 622,981

        建物減価償却累計額 -395,754

        工作物 3,829

        工作物減価償却累計額 -2,015

        船舶 583

        船舶減価償却累計額 -522

        浮標等 -

        浮標等減価償却累計額 -

        航空機 2,628

        航空機減価償却累計額 -1,338

        その他 751

        その他減価償却累計額 -43

        建設仮勘定 24

      インフラ資産 1,972,639

        土地 517,563

        建物 16,328

        建物減価償却累計額 -5,188

        工作物 3,272,380

        工作物減価償却累計額 -1,860,271

        その他 53,853

        その他減価償却累計額 -38,116

        建設仮勘定 16,091

      物品 70,466

      物品減価償却累計額 -46,437

    無形固定資産 28,507

      ソフトウェア 694

      その他 27,814

    投資その他の資産 529,910

      投資及び出資金 172,371

        有価証券 11,315

        出資金 160,984

        その他 72

      長期延滞債権 5,470

      長期貸付金 42,460

      基金 307,352

        減債基金 236,310

        その他 71,042

      その他 2,662

      徴収不能引当金 -405

  流動資産 184,689

    現金預金 53,686

    未収金 8,424

    短期貸付金 4,839

    基金 81,593

      財政調整基金 26,683

      減債基金 54,910

    棚卸資産 21,557

    その他 14,872

    徴収不能引当金 -282

  繰延資産 -

資産合計 3,671,037

報告書（連結財務諸表）

金額



自治体名：広島県 年度：平成29年度

会計：全体会計   

貸借対照表(BS) （単位：百万円）

科目名

報告書（連結財務諸表）

金額

【負債の部】

  固定負債 2,521,152

    地方債等 2,236,423

    長期未払金 -

    退職手当引当金 256,028

    損失補償等引当金 1,397

    その他 27,304

  流動負債 299,676

    １年内償還予定地方債等 247,153

    未払金 32,083

    未払費用 -

    前受金 100

    前受収益 -

    賞与等引当金 13,628

    預り金 6,311

    その他 399

負債合計 2,820,828

【純資産の部】

  固定資産等形成分 3,572,780

  余剰分（不足分） -2,722,572

  他団体出資等分 -

純資産合計 850,209

負債及び純資産合計 3,671,037



自治体名：広島県 年度：平成29年度

会計：全体会計   

行政コスト計算書(PL) （単位：百万円）

科目名

  経常費用 861,388

    業務費用 525,160

      人件費 250,679

        職員給与費 232,342

        賞与等引当金繰入額 13,618

        退職手当引当金繰入額 -4,636

        その他 9,354

      物件費等 178,297

        物件費 70,211

        維持補修費 21,175

        減価償却費 85,323

        その他 1,588

      その他の業務費用 96,184

        支払利息 25,255

        徴収不能引当金繰入額 302

        その他 70,627

    移転費用 336,227

      補助金等 311,600

      社会保障給付 19,868

      その他 4,759

  経常収益 79,343

    使用料及び手数料 51,086

    その他 28,257

純経常行政コスト 782,045

  臨時損失 6,507

    災害復旧事業費 3,903

    資産除売却損 1,599

    損失補償等引当金繰入額 -18

    その他 1,024

  臨時利益 37,285

    資産売却益 -

    その他 37,285

純行政コスト 751,267

報告書（連結財務諸表）

金額



自治体名：広島県 年度：平成29年度

会計：全体会計   

純資産変動計算書(NW) （単位：百万円）

科目名 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 833,664 3,664,061 -2,830,397 -

  純行政コスト（△） -751,267 -751,267 -

  財源 767,130 767,130 -

    税収等 671,582 671,582 -

    国県等補助金 95,549 95,549 -

  本年度差額 15,863 15,863 -

  固定資産等の変動（内部変動） -50,475 50,475

    有形固定資産等の増加 32,889 -32,889

    有形固定資産等の減少 -93,592 93,592

    貸付金・基金等の増加 102,437 -102,437

    貸付金・基金等の減少 -92,208 92,208

  資産評価差額 11 11

  無償所管換等 0 0

  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 670 -40,818 41,487

  本年度純資産変動額 16,545 -91,281 107,826 -

本年度末純資産残高 850,209 3,572,780 -2,722,572 -

報告書（連結財務諸表）



自治体名：広島県 年度：平成29年度

会計：全体会計   

資金収支計算書(CF) （単位：百万円）

科目名

【業務活動収支】

  業務支出 775,817

    業務費用支出 439,590

      人件費支出 254,854

      物件費等支出 91,062

      支払利息支出 25,245

      その他の支出 68,429

    移転費用支出 336,227

      補助金等支出 311,599

      社会保障給付支出 19,868

      その他の支出 4,759

  業務収入 821,791

    税収等収入 672,292

    国県等補助金収入 73,354

    使用料及び手数料収入 50,869

    その他の収入 25,276

  臨時支出 4,892

    災害復旧事業費支出 3,903

    その他の支出 989

  臨時収入 12

業務活動収支 41,095

【投資活動収支】

  投資活動支出 140,721

    公共施設等整備費支出 37,052

    基金積立金支出 74,168

    投資及び出資金支出 800

    貸付金支出 28,701

    その他の支出 -

  投資活動収入 118,164

    国県等補助金収入 22,964

    基金取崩収入 58,416

    貸付金元金回収収入 33,768

    資産売却収入 1,719

    その他の収入 1,297

投資活動収支 -22,556

【財務活動収支】

  財務活動支出 220,563

    地方債等償還支出 220,563

    その他の支出 -

  財務活動収入 198,338

    地方債等発行収入 198,315

    その他の収入 23

財務活動収支 -22,225

本年度資金収支額 -3,687

前年度末資金残高 51,206

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 47,519

前年度末歳計外現金残高 6,309

本年度歳計外現金増減額 -143

本年度末歳計外現金残高 6,166

本年度末現金預金残高 53,686

報告書（連結財務諸表）

金額



注 記（全体財務諸表・連結財務諸表） 

 

１ 重要な会計方針 

（１）作成方法 

① 全体財務諸表 

一般会計等財務諸表と同様の基準に基づき，一般会計等に地方公営事業会計を加

えて作成する。 

② 連結財務諸表 

連結対象とされる団体等の財務処理に関する基準に基づき作成された財務諸表を

基本として，連結を行っている。なお，連結対象団体の間での取引等については，

相殺消去により調整を行っている。 

（２）対象範囲 

① 全体財務諸表 

一般会計等の会計区分に加え，次の会計，団体を対象としている。 
 

 [公営企業会計] 

港湾特別整備事業費特別会計     流域下水道事業費特別会計 

病院事業会計            工業用水道事業会計 

土地造成事業会計          水道用水供給事業会計 

② 連結財務諸表 

全体財務諸表に加え，次の会計，団体を対象としている。 
 
    [地方独立行政法人] 

    公立大学法人 県立広島大学 
 
    [地方三公社] 

    広島県土地開発公社         広島県道路公社 

    広島県高速道路公社         広島県住宅供給公社 
 
    [出資法人] （第三セクター，公益法人等のうち，県からの出資の割合が25％以上の法人） 

    (公財)ひろしま文化振興財団     (公財)ひろしま国際センター 

    (公財)広島県男女共同参画財団    (一財)もみのき森林公園協会 

    (一財)中央森林公園協会       福山リサイクル発電(株)        

(一財)広島県環境保全公社      (公財)ひろしまこども夢財団 

(公財)広島原爆被爆者援護事業団   (公財)広島県地域保健医療推進機構   

(公財)ひろしま産業振興機構     (株)広島テクノプラザ 

   (株)ひろしまイノベーション推進機構 (一財)広島県農林振興センター 

    (一財)広島県森林整備・農業振興財団 (一社)広島県野菜価格安定資金協会 

    (一社)広島県山行苗木残苗補償協会  (一社)広島県果実生産出荷安定基金協会 

    (一財)広島県畜産協会        広島空港ビルディング(株) 

(株)ひろしま港湾管理センター    (公財)広島県下水道公社 

(株)水みらい広島          (公財)広島県教育事業団 

(公財)広島県スポーツ振興財団    (公財)暴力追放広島県民会議 


