
自治体名：広島県 年度：平成29年度

会計：連結会計   

貸借対照表(BS) （単位：百万円）

科目名

【資産の部】

  固定資産 3,818,840

    有形固定資産 3,373,445

      事業用資産 1,371,912

        土地 714,440

        立木竹 3,477

        建物 675,835

        建物減価償却累計額 -424,199

        工作物 5,747

        工作物減価償却累計額 -3,284

        船舶 1,170

        船舶減価償却累計額 -947

        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 324,201

        その他減価償却累計額 -92

        建設仮勘定 74,275

      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 85,647

      物品減価償却累計額 -56,753

    無形固定資産 28,815

      ソフトウェア 961

      その他 27,854

    投資その他の資産 416,580

      投資及び出資金 77,359

        有価証券 12,365

        出資金 63,655

        その他 1,340

      長期延滞債権 5,470

      長期貸付金 11,483

      基金 319,853

        減債基金 236,310

        その他 83,543

      その他 2,820

      徴収不能引当金 -405

  流動資産 248,218

    現金預金 100,829

    未収金 13,299

    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 28,290

    その他 19,663

    徴収不能引当金 -295

  繰延資産 250

資産合計 4,067,308

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：連結会計   

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 2,795,750

    地方債等 2,420,497

    長期未払金 -

    退職手当引当金 257,557

    損失補償等引当金 1,397

    その他 116,299

  流動負債 349,524

    １年内償還予定地方債等 279,989

    未払金 39,021

    未払費用 614

    前受金 234

    前受収益 188

    賞与等引当金 13,871

    預り金 6,825

    その他 8,782

負債合計 3,145,274

【純資産の部】

  固定資産等形成分 3,905,272

  余剰分（不足分） -3,026,468

  他団体出資等分 43,230

純資産合計 922,034

負債及び純資産合計 4,067,308



自治体名：広島県 年度：平成29年度

会計：連結会計   

行政コスト計算書(PL) （単位：百万円）

科目名

  経常費用 896,704

    業務費用 567,347

      人件費 260,219

        職員給与費 239,636

        賞与等引当金繰入額 13,811

        退職手当引当金繰入額 -4,184

        その他 10,955

      物件費等 201,022

        物件費 81,061

        維持補修費 22,824

        減価償却費 87,567

        その他 9,569

      その他の業務費用 106,106

        支払利息 27,080

        徴収不能引当金繰入額 794

        その他 78,233

    移転費用 329,357

      補助金等 305,975

      社会保障給付 19,868

      その他 3,513

  経常収益 118,093

    使用料及び手数料 64,951

    その他 53,142

純経常行政コスト 778,611

  臨時損失 6,996

    災害復旧事業費 3,903

    資産除売却損 1,730

    損失補償等引当金繰入額 -18

    その他 1,382

  臨時利益 37,556

    資産売却益 19

    その他 37,537

純行政コスト 748,051

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：連結会計   

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 904,521 4,026,111 -3,161,883 40,293

  純行政コスト（△） -748,051 -748,051 -

  財源 765,758 765,758 -

    税収等 664,295 664,295 -

    国県等補助金 101,463 101,463 -

  本年度差額 17,707 17,707 -

  固定資産等の変動（内部変動） -49,068 49,068

    有形固定資産等の増加 41,071 -41,071

    有形固定資産等の減少 -98,801 98,801

    貸付金・基金等の増加 103,943 -103,943

    貸付金・基金等の減少 -95,280 95,280

  資産評価差額 11 11

  無償所管換等 1,609 1,609

  他団体出資等分の増加 -2,980 2,980

  他団体出資等分の減少 43 -43

  比例連結割合変更に伴う差額 - - - -

  その他 -1,815 -73,392 71,577

  本年度純資産変動額 17,513 -120,839 135,414 2,938

本年度末純資産残高 922,034 3,905,272 -3,026,468 43,230

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：連結会計   

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 801,901

    業務費用支出 472,557

      人件費支出 264,051

      物件費等支出 105,382

      支払利息支出 27,047

      その他の支出 76,077

    移転費用支出 329,343

      補助金等支出 305,970

      社会保障給付支出 19,868

      その他の支出 3,505

  業務収入 859,598

    税収等収入 664,918

    国県等補助金収入 79,023

    使用料及び手数料収入 52,498

    その他の収入 63,158

  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 52,817

【投資活動収支】

  投資活動支出 153,935

    公共施設等整備費支出 43,180

    基金積立金支出 74,168

    投資及び出資金支出 7,881

    貸付金支出 28,701

    その他の支出 5

  投資活動収入 123,321

    国県等補助金収入 23,058

    基金取崩収入 58,834

    貸付金元金回収収入 28,964

    資産売却収入 11,096

    その他の収入 1,369

投資活動収支 -30,614

【財務活動収支】

  財務活動支出 245,303

    地方債等償還支出 244,794

    その他の支出 509

  財務活動収入 222,937

    地方債等発行収入 222,051

    その他の収入 886

財務活動収支 -22,366

本年度資金収支額 -162

前年度末資金残高 94,825

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 94,663

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 100,829

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 


