
*出力条件
*会計年度 ： H31
*出力帳票選択 ： 財務書類
*団体区分 ： 一般会計等
*団体／会計コード ：
*出力範囲 ： 年次
*出力金額単位 ： 百万円

（単位：百万円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 2,377,034 ※ 固定負債 1,664,471 ※

有形固定資産 1,779,102 ※ 地方債 1,474,012
事業用資産 469,687 ※ 長期未払金 13,035

土地 186,118 退職手当引当金 172,759
立木竹 10,628 損失補償等引当金 4,457
建物 593,365 その他 209
建物減価償却累計額 △ 345,273 流動負債 193,244
工作物 38,203 1年内償還予定地方債 165,850
工作物減価償却累計額 △ 23,508 未払金 4,068
船舶 6,102 未払費用 219
船舶減価償却累計額 △ 4,133 前受金 4,486
浮標等 55 前受収益 0
浮標等減価償却累計額 △ 40 賞与等引当金 15,894
航空機 - 預り金 2,699
航空機減価償却累計額 - その他 28
その他 - 1,857,715
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 8,171 固定資産等形成分 2,427,414

インフラ資産 1,297,053 ※ 余剰分（不足分） △ 1,761,323
土地 311,516
建物 64,862
建物減価償却累計額 △ 33,514
工作物 1,503,213
工作物減価償却累計額 △ 756,669
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 207,646

物品 34,309
物品減価償却累計額 △ 21,946

無形固定資産 2,555 ※

ソフトウェア 2,315
その他 239

投資その他の資産 595,377
投資及び出資金 165,590

有価証券 12,378
出資金 59,405
その他 93,807

投資損失引当金 △ 10,909
長期延滞債権 3,383
長期貸付金 125,206
基金 306,913

減債基金 129,884
その他 177,029

その他 8,522
徴収不能引当金 △ 3,328

流動資産 146,772 ※

現金預金 97,952
未収金 2,033
短期貸付金 4,826
基金 40,805

財政調整基金 21,058
減債基金 19,747

棚卸資産 51
その他 1,258
徴収不能引当金 △ 152 666,091 ※

2,523,806 2,523,806 ※

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

負債合計

純資産合計
資産合計 負債及び純資産合計

貸借対照表
（令和２年３月３１日現在）

科目 金額 科目 金額



*出力条件
*会計年度 ： H31
*出力帳票選択 ： 財務書類
*団体区分 ： 一般会計等
*団体／会計コード ：
*出力範囲 ： 年次
*出力金額単位 ： 百万円

（単位：百万円）

経常費用 712,393
業務費用 342,811

人件費 214,317
職員給与費 177,269
賞与等引当金繰入額 15,883
退職手当引当金繰入額 17,514
その他 3,651

物件費等 113,858
物件費 56,666
維持補修費 11,726
減価償却費 45,466
その他 -

その他の業務費用 14,636
支払利息 7,696
徴収不能引当金繰入額 1,687
その他 5,253

移転費用 369,583 ※

補助金等 343,167
社会保障給付 13,837
他会計への繰出金 12,460
その他 118

経常収益 26,831
使用料及び手数料 13,585
その他 13,246

純経常行政コスト 685,562
臨時損失 70,060 ※

災害復旧事業費 62,563
資産除売却損 6,569
投資損失引当金繰入額 1,378
損失補償等引当金繰入額 △ 562
その他 111

臨時利益 506 ※

資産売却益 216
その他 289

純行政コスト 755,116

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

行政コスト計算書
自　平成３１年４月１日

至　令和２年３月３１日

科目 金額



*出力条件
*会計年度 ： H31
*出力帳票選択 ： 財務書類
*団体区分 ： 一般会計等
*団体／会計コード ：
*出力範囲 ： 年次
*出力金額単位 ： 百万円

（単位：百万円）

前年度末純資産残高 646,034 2,414,321 △ 1,768,287

純行政コスト（△） △ 755,116 △ 755,116

財源 775,738 ※ 775,738 ※

税収等 564,935 564,935

国県等補助金 210,804 210,804

本年度差額 20,623 ※ 20,623 ※

固定資産等の変動（内部変動） 11,289 ※ △ 11,289 ※

有形固定資産等の増加 65,190 △ 65,190

有形固定資産等の減少 △ 52,328 52,328

貸付金・基金等の増加 173,423 △ 173,423

貸付金・基金等の減少 △ 174,995 174,995

資産評価差額 △ 1,811 △ 1,811

無償所管換等 1,245 1,245

その他 0 2,369 △ 2,369

本年度純資産変動額 20,056 ※ 13,093 ※ 6,964 ※

本年度末純資産残高 666,091 ※ 2,427,414 △ 1,761,323

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

純資産変動計算書
自　平成３１年４月１日

至　令和２年３月３１日

科目 合計 固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）



*出力条件
*会計年度 ： H31
*出力帳票選択 ： 財務書類
*団体区分 ： 一般会計等
*団体／会計コード ：
*出力範囲 ： 年次
*出力金額単位 ： 百万円

（単位：百万円）

【業務活動収支】
業務支出 713,614 ※

業務費用支出 356,023
人件費支出 215,009
物件費等支出 64,804
支払利息支出 7,642
その他の支出 68,568

移転費用支出 357,590
補助金等支出 329,111
社会保障給付支出 13,843
他会計への繰出支出 12,460
その他の支出 2,176

業務収入 744,396 ※

税収等収入 627,870
国県等補助金収入 90,696
使用料及び手数料収入 13,512
その他の収入 12,319

臨時支出 65,615
災害復旧事業費支出 62,559
その他の支出 3,056

臨時収入 66,453
業務活動収支 31,620
【投資活動収支】

投資活動支出 249,431
公共施設等整備費支出 79,279
基金積立金支出 94,774
投資及び出資金支出 2,367
貸付金支出 73,010
その他の支出 1

投資活動収入 227,992
国県等補助金収入 54,030
基金取崩収入 93,485
貸付金元金回収収入 78,207
資産売却収入 323
その他の収入 1,947

投資活動収支 △ 21,439
【財務活動収支】

財務活動支出 193,401
地方債償還支出 190,661
その他の支出 2,740

財務活動収入 186,931
地方債発行収入 184,424
その他の収入 2,507

財務活動収支 △ 6,470
3,711

91,542
95,253

前年度末歳計外現金残高 2,475
本年度歳計外現金増減額 224
本年度末歳計外現金残高 2,699
本年度末現金預金残高 97,952

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

前年度末資金残高
本年度末資金残高

資金収支計算書
自　平成３１年４月１日
至　令和２年３月３１日

科目 金額

本年度資金収支額



*出力条件
*会計年度 ： H31
*出力帳票選択 ： 財務書類
*団体区分 ： 全体
*団体／会計コード ：
*出力範囲 ： 年次
*出力金額単位 ： 百万円

（単位：百万円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 2,684,450 ※ 固定負債 1,891,863 ※

有形固定資産 2,122,691 ※ 地方債等 1,539,462
事業用資産 470,311 ※ 長期未払金 13,035

土地 186,177 退職手当引当金 172,762
立木竹 10,628 損失補償等引当金 4,457
建物 593,365 その他 162,148
建物減価償却累計額 △ 345,273 流動負債 204,882
工作物 38,203 1年内償還予定地方債等 173,438
工作物減価償却累計額 △ 23,508 未払金 7,147
船舶 6,102 未払費用 219
船舶減価償却累計額 △ 4,133 前受金 4,870
浮標等 55 前受収益 0
浮標等減価償却累計額 △ 40 賞与等引当金 15,979
航空機 0 預り金 3,201
航空機減価償却累計額 0 その他 28
その他 0 2,096,745
その他減価償却累計額 0 【純資産の部】
建設仮勘定 8,737 固定資産等形成分 2,730,097

インフラ資産 1,589,133 ※ 余剰分（不足分） △ 1,950,689
土地 342,031
建物 94,763
建物減価償却累計額 △ 43,734
工作物 1,859,222
工作物減価償却累計額 △ 883,732
その他 0
その他減価償却累計額 0
建設仮勘定 220,582

物品 124,357
物品減価償却累計額 △ 61,110

無形固定資産 59,481
ソフトウェア 2,315
その他 57,166

投資その他の資産 502,277
投資及び出資金 71,815

有価証券 12,378
出資金 59,425
その他 12

投資損失引当金 △ 10,909
長期延滞債権 3,383
長期貸付金 121,041
基金 311,751

減債基金 129,884
その他 181,867

その他 8,522
徴収不能引当金 △ 3,326

流動資産 191,703 ※

現金預金 132,308
未収金 3,859
短期貸付金 4,842
基金 40,805

財政調整基金 21,058
減債基金 19,747

棚卸資産 8,662
その他 1,380
徴収不能引当金 △ 152

繰延資産 - 779,407 ※

2,876,153 2,876,153 ※

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

全体貸借対照表
（令和２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



*出力条件
*会計年度 ： H31
*出力帳票選択 ： 財務書類
*団体区分 ： 全体
*団体／会計コード ：
*出力範囲 ： 年次
*出力金額単位 ： 百万円

（単位：百万円）

経常費用 922,382
業務費用 372,540

人件費 215,312
職員給与費 178,128
賞与等引当金繰入額 15,940
退職手当引当金繰入額 17,537
その他 3,707

物件費等 138,581
物件費 62,902
維持補修費 12,411
減価償却費 62,935
その他 333

その他の業務費用 18,647
支払利息 8,761
徴収不能引当金繰入額 1,688
その他 8,198

移転費用 549,841 ※

補助金等 535,878
社会保障給付 13,837
他会計への繰出金 0
その他 127

経常収益 49,402
使用料及び手数料 35,011
その他 14,391

純経常行政コスト 872,979 ※

臨時損失 70,743 ※

災害復旧事業費 62,641
資産除売却損 6,569
投資損失引当金繰入額 1,378
損失補償等引当金繰入額 △ 562
その他 716

臨時利益 11,623
資産売却益 477
その他 11,146

純行政コスト 932,099

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

全体行政コスト計算書
自　平成３１年４月１日

至　令和２年３月３１日

科目 金額



*出力条件
*会計年度 ： H31
*出力帳票選択 ： 財務書類
*団体区分 ： 全体
*団体／会計コード ：
*出力範囲 ： 年次
*出力金額単位 ： 百万円

（単位：百万円）

前年度末純資産残高 742,738 2,576,178 △ 1,833,440

純行政コスト（△） △ 932,099 △ 932,099

財源 969,098 ※ 969,098 ※

税収等 625,311 625,311

国県等補助金 343,786 343,786

本年度差額 36,998 ※ 36,998 ※

固定資産等の変動（内部変動） 156,793 △ 156,793

有形固定資産等の増加 229,943 △ 229,943

有形固定資産等の減少 △ 72,241 72,241

貸付金・基金等の増加 174,634 △ 174,634

貸付金・基金等の減少 △ 175,543 175,543

資産評価差額 △ 1,811 △ 1,811

無償所管換等 1,482 1,482

その他 0 △ 2,545 2,545

本年度純資産変動額 36,669 153,919 △ 117,249 ※

本年度末純資産残高 779,407 2,730,097 △ 1,950,689

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

全体純資産変動計算書
自　平成３１年４月１日

至　令和２年３月３１日

科目 合計 固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）



*出力条件
*会計年度 ： H31
*出力帳票選択 ： 財務書類
*団体区分 ： 全体
*団体／会計コード ：
*出力範囲 ： 年次
*出力金額単位 ： 百万円

（単位：百万円）

【業務活動収支】
業務支出 906,093 ※

業務費用支出 368,113 ※

人件費支出 215,976
物件費等支出 72,102
支払利息支出 8,707
その他の支出 71,327

移転費用支出 537,980
補助金等支出 521,817
社会保障給付支出 13,843
他会計への繰出支出 0
その他の支出 2,320

業務収入 950,963
税収等収入 686,738
国県等補助金収入 216,227
使用料及び手数料収入 34,885
その他の収入 13,113

臨時支出 65,972
災害復旧事業費支出 62,637
その他の支出 3,335

臨時収入 66,546
業務活動収支 45,444
【投資活動収支】

投資活動支出 256,555 ※

公共施設等整備費支出 86,523
基金積立金支出 94,775
投資及び出資金支出 2,247
貸付金支出 73,010
その他の支出 1

投資活動収入 230,912 ※

国県等補助金収入 54,705
基金取崩収入 93,485
貸付金元金回収収入 78,754
資産売却収入 1,527
その他の収入 2,440

投資活動収支 △ 25,643
【財務活動収支】

財務活動支出 198,357
地方債償還支出 197,266
その他の支出 1,091

財務活動収入 184,581 ※

地方債発行収入 184,462
その他の収入 120

財務活動収支 △ 13,776
6,025

123,083
129,108

前年度末歳計外現金残高 2,946
本年度歳計外現金増減額 254
本年度末歳計外現金残高 3,200
本年度末現金預金残高 132,308

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

前年度末資金残高
本年度末資金残高

全体資金収支計算書
自　平成３１年４月１日
至　令和２年３月３１日

科目 金額

本年度資金収支額



*出力条件
*会計年度 ： H31
*出力帳票選択 ： 財務書類
*団体区分 ： 連結
*団体／会計コード ：
*出力範囲 ： 年次
*出力金額単位 ： 百万円

（単位：百万円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 2,846,302 ※ 固定負債 2,023,337

有形固定資産 2,209,218 ※ 地方債等 1,549,643
事業用資産 513,162 ※ 長期未払金 13,049

土地 199,489 退職手当引当金 181,964
立木竹 27,307 損失補償等引当金 16
立木竹減損損失累計額 △ 15,714 その他 278,665
建物 641,238 流動負債 223,511
建物減価償却累計額 △ 368,055 1年内償還予定地方債等 176,386
建物減損損失累計額 △ 150 未払金 14,085
工作物 47,258 未払費用 322
工作物減価償却累計額 △ 29,397 前受金 5,152
船舶 6,102 前受収益 1,506
船舶減価償却累計額 △ 4,133 賞与等引当金 16,895
浮標等 55 預り金 4,598
浮標等減価償却累計額 △ 40 その他 4,567
航空機 0 2,246,848
航空機減価償却累計額 0 【純資産の部】
その他 37 固定資産等形成分 2,888,790
その他減価償却累計額 △ 5 余剰分（不足分） △ 2,030,620 ※

建設仮勘定 9,171 他団体出資等分 6,972
インフラ資産 1,627,393

土地 349,073
建物 94,763
建物減価償却累計額 △ 43,734
工作物 1,910,119
工作物減価償却累計額 △ 903,410
その他 0
その他減価償却累計額 0
建設仮勘定 220,582

物品 143,051
物品減価償却累計額 △ 74,388

無形固定資産 60,468 ※

ソフトウェア 3,168
その他 57,301

投資その他の資産 576,615 ※

投資及び出資金 42,061
有価証券 33,389
出資金 8,659
その他 13

長期延滞債権 5,389
長期貸付金 51,794
基金 388,246

減債基金 129,884
その他 258,362

その他 92,917
徴収不能引当金 △ 3,793

流動資産 265,639 ※

現金預金 175,654
未収金 10,483
短期貸付金 1,684
基金 40,805

財政調整基金 21,058
減債基金 19,747

棚卸資産 20,751
その他 16,538
徴収不能引当金 △ 275

繰延資産 50 865,142
3,111,990 3,111,990

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

負債合計

純資産合計
資産合計 負債及び純資産合計

連結貸借対照表
（令和２年３月３１日現在）

科目 金額 科目 金額



*出力条件
*会計年度 ： H31
*出力帳票選択 ： 財務書類
*団体区分 ： 連結
*団体／会計コード ：
*出力範囲 ： 年次
*出力金額単位 ： 百万円

（単位：百万円）

経常費用 964,951
業務費用 422,067 ※

人件費 235,903
職員給与費 196,864
賞与等引当金繰入額 16,847
退職手当引当金繰入額 18,261
その他 3,931

物件費等 161,565 ※

物件費 75,427
維持補修費 15,556
減価償却費 67,556
その他 3,024

その他の業務費用 24,599 ※

支払利息 8,817
徴収不能引当金繰入額 1,772
その他 14,011

移転費用 542,885
補助金等 526,256
社会保障給付 13,837
他会計への繰出金 0
その他 2,792

経常収益 90,209
使用料及び手数料 41,762
その他 48,447

純経常行政コスト 874,743 ※

臨時損失 70,371
災害復旧事業費 62,641
資産除売却損 6,605
損失補償等引当金繰入額 0
その他 1,125

臨時利益 11,747
資産売却益 488
その他 11,259

純行政コスト 933,366 ※

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

連結行政コスト計算書
自　平成３１年４月１日

至　令和２年３月３１日

科目 金額



*出力条件
*会計年度 ： H31
*出力帳票選択 ： 財務書類
*団体区分 ： 連結
*団体／会計コード ：
*出力範囲 ： 年次
*出力金額単位 ： 百万円

（単位：百万円）

前年度末純資産残高 827,735 2,737,141 △ 1,917,113 7,707

純行政コスト（△） △ 933,366 △ 932,759 △ 607

財源 972,752 972,024 728

税収等 625,819 625,753 66

国県等補助金 346,933 346,271 662

本年度差額 39,386 39,265 121

固定資産等の変動（内部変動） - -

有形固定資産等の増加 - -

有形固定資産等の減少 - -

貸付金・基金等の増加 - -

貸付金・基金等の減少 - -

資産評価差額 △ 1,994 -

無償所管換等 346 -

他団体出資等分の増加 145 145

他団体出資等分の減少 △ 195 △ 195

比例連結割合変更に伴う差額 △ 806 △ 806

その他 526 - -

本年度純資産変動額 37,407 ※ 151,650 △ 113,507 △ 735

本年度末純資産残高 865,142 2,888,790 △ 2,030,620 6,972

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

連結純資産変動計算書
自　平成３１年４月１日

至　令和２年３月３１日

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



*出力条件
*会計年度 ： H31
*出力帳票選択 ： 財務書類
*団体区分 ： 連結
*団体／会計コード ：
*出力範囲 ： 年次
*出力金額単位 ： 百万円

（単位：百万円）

【業務活動収支】
業務支出

業務費用支出
人件費支出
物件費等支出
支払利息支出
その他の支出

移転費用支出
補助金等支出
社会保障給付支出
他会計への繰出支出
その他の支出

業務収入
税収等収入
国県等補助金収入
使用料及び手数料収入
その他の収入

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
【投資活動収支】

投資活動支出
公共施設等整備費支出
基金積立金支出
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
国県等補助金収入
基金取崩収入
貸付金元金回収収入
資産売却収入
その他の収入

投資活動収支
【財務活動収支】

財務活動支出
地方債等償還支出
その他の支出

財務活動収入
地方債等発行収入
その他の収入

財務活動収支
2,286

170,975
△ 808

172,454 ※

前年度末歳計外現金残高 2,946
本年度歳計外現金増減額 254
本年度末歳計外現金残高 3,200
本年度末現金預金残高 175,654

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

前年度末資金残高
比例連結割合変更に伴う差額
本年度末資金残高

連結資金収支計算書
自　平成３１年４月１日
至　令和２年３月３１日

科目 金額

本年度資金収支額

省　略
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