
（単位：百万円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 4,014,813 ※ 固定負債 3,592,296 ※

有形固定資産 3,124,413 ※ 地方債 3,225,070
事業用資産 882,353 ※ 長期未払金 5,808

土地 551,616 退職手当引当金 356,451
立木竹 10,812 損失補償等引当金 2,545
建物 797,639 その他 2,423
建物減価償却累計額 △ 510,560 流動負債 432,778
工作物 145,727 1年内償還予定地方債 389,584
工作物減価償却累計額 △ 119,297 未払金 703
船舶 3,709 未払費用 -
船舶減価償却累計額 △ 3,709 前受金 -
浮標等 27 前受収益 -
浮標等減価償却累計額 △ 27 賞与等引当金 38,585
航空機 - 預り金 1,803
航空機減価償却累計額 - その他 2,103
その他 - 4,025,075 ※

その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 6,417 固定資産等形成分 4,110,575

インフラ資産 2,237,014 ※ 余剰分（不足分） △ 3,957,975
土地 964,114
建物 20,128
建物減価償却累計額 △ 12,282
工作物 2,377,273
工作物減価償却累計額 △ 1,292,204
その他 3,578
その他減価償却累計額 △ 3,215
建設仮勘定 179,623

物品 44,005
物品減価償却累計額 △ 38,958

無形固定資産 515
ソフトウェア 514
その他 1

投資その他の資産 889,884 ※

投資及び出資金 133,514 ※

有価証券 55,329
出資金 78,186
その他 -

投資損失引当金 △ 22,234
長期延滞債権 11,893
長期貸付金 65,946
基金 701,919

減債基金 536,217
その他 165,702

その他 -
徴収不能引当金 △ 1,154

流動資産 162,862
現金預金 60,993
未収金 6,140
短期貸付金 9,049
基金 86,714

財政調整基金 50,588
減債基金 36,126

棚卸資産 -
その他 -
徴収不能引当金 △ 34 152,600

4,177,674 ※ 4,177,674 ※

※ 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



（単位：百万円）

経常費用 1,337,463
業務費用 750,975

人件費 516,694
職員給与費 436,724
賞与等引当金繰入額 38,585
退職手当引当金繰入額 30,652
その他 10,733

物件費等 197,043
物件費 78,206
維持補修費 52,806
減価償却費 64,099
その他 1,932

その他の業務費用 37,239 ※

支払利息 28,203
徴収不能引当金繰入額 769
その他 8,266

移転費用 586,488
補助金等 501,847
社会保障給付 44,515
他会計への繰出金 35,640
その他 4,486

経常収益 63,928
使用料及び手数料 34,852
その他 29,076

純経常行政コスト 1,273,536 ※

臨時損失 1,660
災害復旧事業費 1,052
資産除売却損 395
投資損失引当金繰入額 -
損失補償等引当金繰入額 209
その他 4

臨時利益 129
資産売却益 129
その他 -

純行政コスト 1,275,067

※ 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



（単位：百万円）

前年度末純資産残高 149,268 4,138,239 △ 3,988,971

純行政コスト（△） △ 1,275,067 △ 1,275,067

財源 1,275,615 1,275,615

税収等 1,120,139 1,120,139

国県等補助金 155,476 155,476

本年度差額 548 548

固定資産等の変動（内部変動） △ 30,447 ※ 30,447 ※

有形固定資産等の増加 35,400 △ 35,400

有形固定資産等の減少 △ 64,700 64,700

貸付金・基金等の増加 299,753 △ 299,753

貸付金・基金等の減少 △ 300,899 300,899

資産評価差額 △ 556 △ 556

無償所管換等 3,339 3,339

その他 0 - 0

本年度純資産変動額 3,331 △ 27,664 30,995

本年度末純資産残高 152,600 ※ 4,110,575 △ 3,957,975 ※

※ 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）



（単位：百万円）

【業務活動収支】
業務支出 1,286,553

業務費用支出 700,065
人件費支出 533,053
物件費等支出 132,944
支払利息支出 28,203
その他の支出 5,865

移転費用支出 586,488
補助金等支出 501,847
社会保障給付支出 44,515
他会計への繰出支出 35,640
その他の支出 4,486

業務収入 1,330,613
税収等収入 1,119,120
国県等補助金収入 148,489
使用料及び手数料収入 34,755
その他の収入 28,249

臨時支出 1,052
災害復旧事業費支出 1,052
その他の支出 -

臨時収入 -
業務活動収支 43,009 ※

【投資活動収支】
投資活動支出 313,930 ※

公共施設等整備費支出 36,999
基金積立金支出 145,316
投資及び出資金支出 1,999
貸付金支出 129,615
その他の支出 -

投資活動収入 284,173 ※

国県等補助金収入 6,987
基金取崩収入 136,393
貸付金元金回収収入 136,778
資産売却収入 336
その他の収入 3,678

投資活動収支 △ 29,758 ※

【財務活動収支】
財務活動支出 379,299

地方債償還支出 379,299
その他の支出 -

財務活動収入 396,595
地方債発行収入 396,595
その他の収入 -

財務活動収支 17,297 ※

30,548
23,428
53,975 ※

前年度末歳計外現金残高 5,895
本年度歳計外現金増減額 1,123
本年度末歳計外現金残高 7,018
本年度末現金預金残高 60,993

※ 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



（単位：百万円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 5,527,640 ※ 固定負債 4,239,775

有形固定資産 4,211,509 地方債等 3,471,118
事業用資産 1,126,431 長期未払金 90,937

土地 720,405 退職手当引当金 387,542
土地減損損失累計額 △ 320 損失補償等引当金 2,545
立木竹 10,812 その他 287,633
建物 894,360 流動負債 514,300 ※

建物減価償却累計額 △ 571,111 1年内償還予定地方債等 423,051
建物減損損失累計額 △ 162 未払金 33,165
工作物 209,598 未払費用 225
工作物減価償却累計額 △ 147,583 前受金 702
船舶 3,709 前受収益 480
船舶減価償却累計額 △ 3,709 賞与等引当金 41,390
浮標等 27 預り金 5,785
浮標等減価償却累計額 △ 27 その他 9,503
航空機 - 4,754,075
航空機減価償却累計額 - 【純資産の部】
その他 973 固定資産等形成分 5,621,525
その他減価償却累計額 △ 895 余剰分（不足分） △ 4,385,819
建設仮勘定 10,354 他団体出資等分 6,738

インフラ資産 3,000,307
土地 1,042,988
建物 91,661
建物減価償却累計額 △ 58,066
工作物 3,549,426
工作物減価償却累計額 △ 1,877,782
その他 3,603
その他減価償却累計額 △ 3,238
建設仮勘定 251,715

物品 292,336
物品減価償却累計額 △ 207,565

無形固定資産 219,411 ※

ソフトウェア 2,025
その他 217,387

投資その他の資産 1,096,720
投資及び出資金 250,789

有価証券 253,367
出資金 △ 3,035
その他 457

長期延滞債権 12,370
長期貸付金 45,513
基金 783,922 ※

減債基金 550,804
その他 233,119

その他 5,500
徴収不能引当金 △ 1,375

流動資産 468,879
現金預金 270,835
未収金 24,052
短期貸付金 7,369
基金 87,126 ※

財政調整基金 51,001
減債基金 36,126

棚卸資産 60,098
その他 19,497
徴収不能引当金 △ 99

繰延資産 - 1,242,444
5,996,519 5,996,519

※ 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



（単位：百万円）

経常費用 2,025,520 ※

業務費用 969,918 ※

人件費 560,879 ※

職員給与費 464,035
賞与等引当金繰入額 41,071
退職手当引当金繰入額 32,603
その他 23,171

物件費等 313,906
物件費 119,683
維持補修費 69,799
減価償却費 105,333
その他 19,091

その他の業務費用 95,133
支払利息 32,353
徴収不能引当金繰入額 844
その他 61,936

移転費用 1,055,603
補助金等 1,004,699
社会保障給付 42,384
他会計への繰出金 1,978
その他 6,542

経常収益 250,745
使用料及び手数料 141,971
その他 108,774

純経常行政コスト 1,774,776 ※

臨時損失 2,115
災害復旧事業費 1,063
資産除売却損 433
損失補償等引当金繰入額 209
その他 410

臨時利益 954 ※

資産売却益 575
その他 380

純行政コスト 1,775,937

※ 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



（単位：百万円）

前年度末純資産残高 1,228,906 ※ 5,627,625 △ 4,405,447 6,727

純行政コスト（△） △ 1,775,937 △ 1,775,937 0

財源 1,773,912 1,773,912 0

税収等 1,474,127 1,474,127 0

国県等補助金 299,785 299,785 0

本年度差額 △ 2,025 △ 2,025 0

固定資産等の変動（内部変動） △ 26,125 26,125

有形固定資産等の増加 35,721 △ 35,721

有形固定資産等の減少 △ 65,039 65,039

貸付金・基金等の増加 305,992 △ 305,992

貸付金・基金等の減少 △ 302,799 302,799

資産評価差額 16,336 16,336

無償所管換等 4,654 4,654

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 10 10

その他 △ 5,438 ※ △ 965 △ 4,472

本年度純資産変動額 13,538 △ 6,100 19,628 10

本年度末純資産残高 1,242,444 ※ 5,621,525 △ 4,385,819 6,738 ※

※ 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
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