
（単位：百万円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 1,500,710 ※ 固定負債 746,861 ※

有形固定資産 1,402,545 ※ 地方債 639,904
事業用資産 197,943 ※ 長期未払金 1,964

土地 102,049 退職手当引当金 104,420
立木竹 2,559 損失補償等引当金 540
建物 234,363 その他 34
建物減価償却累計額 △ 166,659 流動負債 69,872 ※

工作物 19,429 1年内償還予定地方債 58,059
工作物減価償却累計額 △ 10,217 未払金 588
船舶 459 未払費用 -
船舶減価償却累計額 △ 360 前受金 133
浮標等 578 前受収益 -
浮標等減価償却累計額 △ 576 賞与等引当金 8,990
航空機 - 預り金 1,998
航空機減価償却累計額 - その他 103
その他 - 816,734 ※

その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 16,317 固定資産等形成分 1,522,207

インフラ資産 1,192,575 ※ 余剰分（不足分） △ 801,657
土地 322,486
建物 6,693
建物減価償却累計額 △ 5,050
工作物 1,821,293
工作物減価償却累計額 △ 995,236
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 42,388

物品 31,429
物品減価償却累計額 △ 19,402

無形固定資産 385
ソフトウェア 378
その他 7

投資その他の資産 97,780 ※

投資及び出資金 21,209
有価証券 71
出資金 20,953
その他 185

投資損失引当金 △ 68
長期延滞債権 2,904
長期貸付金 21,423
基金 52,259 ※

減債基金 8,654
その他 43,606

その他 123
徴収不能引当金 △ 70

流動資産 36,573
現金預金 14,502
未収金 578
短期貸付金 3,560
基金 17,937

財政調整基金 17,020
減債基金 917

棚卸資産 -
その他 0
徴収不能引当金 △ 4 720,549 ※

1,537,283 1,537,283

※ 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。

一般会計等　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



（単位：百万円）

経常費用 352,872 ※

業務費用 210,318 ※

人件費 118,184
職員給与費 96,007
賞与等引当金繰入額 8,990
退職手当引当金繰入額 9,526
その他 3,661

物件費等 87,274
物件費 30,597
維持補修費 14,076
減価償却費 42,584
その他 17

その他の業務費用 4,859
支払利息 3,265
徴収不能引当金繰入額 18
その他 1,576

移転費用 142,554
補助金等 131,068
社会保障給付 9,797
他会計への繰出金 39
その他 1,650

経常収益 13,330
使用料及び手数料 6,020
その他 7,310

純経常行政コスト △ 339,542
臨時損失 5,408

災害復旧事業費 4,817
資産除売却損 416
投資損失引当金繰入額 -
損失補償等引当金繰入額 -
その他 175

臨時利益 856
資産売却益 837
その他 19

純行政コスト △ 344,094

※ 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。

一般会計等　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 738,368 1,545,507 △ 807,139

純行政コスト（△） △ 344,094 △ 344,094

財源 326,267 326,267

税収等 259,830 259,830

国県等補助金 66,437 66,437

本年度差額 △ 17,826 ※ △ 17,826 ※

固定資産等の変動（内部変動） △ 23,307 ※ 23,307 ※

有形固定資産等の増加 9,108 △ 9,108

有形固定資産等の減少 △ 29,344 29,344

貸付金・基金等の増加 12,530 △ 12,530

貸付金・基金等の減少 △ 15,600 15,600

資産評価差額 - -

無償所管換等 7 7

その他 - - -

本年度純資産変動額 △ 17,819 △ 23,300 5,481

本年度末純資産残高 720,549 1,522,207 △ 801,657 ※

※ 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。

一般会計等　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 339,426 ※

業務費用支出 188,939
人件費支出 125,824
物件費等支出 43,934
支払利息支出 3,265
その他の支出 15,916

移転費用支出 150,487 ※

補助金等支出 139,000
社会保障給付支出 9,797
他会計への繰出支出 39
その他の支出 1,650

業務収入 335,606
税収等収入 292,229
国県等補助金収入 30,548
使用料及び手数料収入 6,119
その他の収入 6,710

臨時支出 4,817
災害復旧事業費支出 4,817
その他の支出 -

臨時収入 3,751
業務活動収支 △ 4,885 ※

【投資活動収支】
投資活動支出 56,152

公共施設等整備費支出 22,494
基金積立金支出 9,458
投資及び出資金支出 351
貸付金支出 23,849
その他の支出 -

投資活動収入 64,231
国県等補助金収入 27,406
基金取崩収入 8,292
貸付金元金回収収入 27,504
資産売却収入 1,029
その他の収入 -

投資活動収支 8,078 ※

【財務活動収支】
財務活動支出 100,458 ※

地方債償還支出 100,364
その他の支出 95

財務活動収入 99,348
地方債発行収入 99,348
その他の収入 -

財務活動収支 △ 1,110
2,083

10,420
12,503

前年度末歳計外現金残高 2,359
本年度歳計外現金増減額 △ 361
本年度末歳計外現金残高 1,998
本年度末現金預金残高 14,502 ※

※ 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

一般会計等　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 1,511,235 固定負債 750,479

有形固定資産 1,411,353 ※ 地方債等 642,991
事業用資産 203,530 長期未払金 1,964

土地 107,623 退職手当引当金 104,458
立木竹 2,559 損失補償等引当金 540
建物 234,364 その他 526
建物減価償却累計額 △ 166,659 流動負債 70,217
工作物 19,507 1年内償還予定地方債等 58,237
工作物減価償却累計額 △ 10,290 未払金 750
船舶 459 未払費用 -
船舶減価償却累計額 △ 360 前受金 133
浮標等 578 前受収益 -
浮標等減価償却累計額 △ 576 賞与等引当金 8,995
航空機 - 預り金 1,998
航空機減価償却累計額 - その他 104
その他 - 820,697 ※

その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 16,325 固定資産等形成分 1,532,733

インフラ資産 1,195,047 ※ 余剰分（不足分） △ 789,649
土地 322,901
建物 7,310
建物減価償却累計額 △ 5,464
工作物 1,826,967
工作物減価償却累計額 △ 999,186
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 42,518

物品 33,477
物品減価償却累計額 △ 20,702

無形固定資産 385
ソフトウェア 378
その他 7

投資その他の資産 99,498 ※

投資及び出資金 21,209
有価証券 71
出資金 20,953
その他 185

投資損失引当金 △ 68
長期延滞債権 2,906
長期貸付金 21,423
基金 52,145 ※

減債基金 8,654
その他 43,492

その他 1,953
徴収不能引当金 △ 70

流動資産 52,545 ※

現金預金 30,424
未収金 621
短期貸付金 3,560
基金 17,937

財政調整基金 17,020
減債基金 917

棚卸資産 6
その他 0
徴収不能引当金 △ 4

繰延資産 - 743,084
1,563,780 1,563,780 ※

※ 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



（単位：百万円）

経常費用 442,163 ※

業務費用 212,405
人件費 118,240 ※

職員給与費 96,050
賞与等引当金繰入額 8,995
退職手当引当金繰入額 9,526
その他 3,670

物件費等 87,901
物件費 30,892
維持補修費 14,249
減価償却費 42,743
その他 17

その他の業務費用 6,264 ※

支払利息 3,297
徴収不能引当金繰入額 18
その他 2,948

移転費用 229,757
補助金等 217,954
社会保障給付 9,797
他会計への繰出金 351
その他 1,655

経常収益 41,568
使用料及び手数料 6,637
その他 34,931

純経常行政コスト △ 400,595
臨時損失 5,412 ※

災害復旧事業費 4,817
資産除売却損 416
投資損失引当金繰入額 -
損失補償等引当金繰入額 -
その他 180

臨時利益 1,091
資産売却益 1,072
その他 19

純行政コスト △ 404,916

※ 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



（単位：百万円）

前年度末純資産残高 747,972 1,554,711 △ 806,739

純行政コスト（△） △ 404,916 △ 404,916

財源 398,578 398,578

税収等 296,559 296,559

国県等補助金 102,019 102,019

本年度差額 △ 6,338 △ 6,338

固定資産等の変動（内部変動） △ 23,429 23,429

有形固定資産等の増加 9,349 △ 9,349

有形固定資産等の減少 △ 29,500 29,500

貸付金・基金等の増加 12,530 △ 12,530

貸付金・基金等の減少 △ 15,808 15,808

資産評価差額 - -

無償所管換等 1,450 1,450

その他 - - -

本年度純資産変動額 △ 4,889 ※ △ 21,979 17,090 ※

本年度末純資産残高 743,084 ※ 1,532,733 ※ △ 789,649

※ 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）



（単位：百万円）

【業務活動収支】
業務支出 428,541 ※

業務費用支出 190,852 ※

人件費支出 125,875
物件費等支出 44,392
支払利息支出 3,298
その他の支出 17,286

移転費用支出 237,690 ※

補助金等支出 225,886
社会保障給付支出 9,797
他会計への繰出支出 351
その他の支出 1,655

業務収入 436,225
税収等収入 328,943
国県等補助金収入 66,114
使用料及び手数料収入 6,392
その他の収入 34,776

臨時支出 4,817
災害復旧事業費支出 4,817
その他の支出 -

臨時収入 3,751
業務活動収支 6,618
【投資活動収支】

投資活動支出 56,396
公共施設等整備費支出 22,736
基金積立金支出 9,460
投資及び出資金支出 351
貸付金支出 23,849
その他の支出 -

投資活動収入 64,675
国県等補助金収入 27,406
基金取崩収入 8,501
貸付金元金回収収入 27,504
資産売却収入 1,264
その他の収入 -

投資活動収支 8,279
【財務活動収支】

財務活動支出 100,634
地方債償還支出 100,539
その他の支出 95

財務活動収入 99,532
地方債発行収入 99,532
その他の収入 -

財務活動収支 △ 1,102
13,795
14,631
28,426

前年度末歳計外現金残高 2,359
本年度歳計外現金増減額 △ 361
本年度末歳計外現金残高 1,998
本年度末現金預金残高 30,424

※ 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



（単位：百万円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 1,574,194 ※ 固定負債 788,632

有形固定資産 1,459,026 ※ 地方債等 659,328
事業用資産 219,875 ※ 長期未払金 1,964

土地 110,165 退職手当引当金 107,504
立木竹 2,559 損失補償等引当金 16,240
建物 251,881 その他 3,596
建物減価償却累計額 △ 172,487 流動負債 75,465 ※

工作物 23,469 1年内償還予定地方債等 59,201
工作物減価償却累計額 △ 12,554 未払金 3,417
船舶 459 未払費用 352
船舶減価償却累計額 △ 360 前受金 172
浮標等 578 前受収益 -
浮標等減価償却累計額 △ 576 賞与等引当金 9,430
航空機 - 預り金 2,377
航空機減価償却累計額 - その他 517
その他 122 864,098 ※

その他減価償却累計額 △ 2 【純資産の部】
建設仮勘定 16,620 固定資産等形成分 1,469,762

インフラ資産 1,223,335 ※ 余剰分（不足分） △ 688,370
土地 350,386 他団体出資等分 0
建物 9,790
建物減価償却累計額 △ 7,139
工作物 1,826,967
工作物減価償却累計額 △ 999,186
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 42,518

物品 46,895
物品減価償却累計額 △ 31,080

無形固定資産 1,272 ※

ソフトウェア 599
その他 672

投資その他の資産 113,897
投資及び出資金 27,976

有価証券 6,830
出資金 20,961
その他 185

長期延滞債権 2,977
長期貸付金 21,487
基金 59,145 ※

減債基金 8,654
その他 50,492

その他 2,388
徴収不能引当金 △ 76

流動資産 71,295 ※

現金預金 43,923
未収金 4,348
短期貸付金 3,560
基金 17,937

財政調整基金 17,020
減債基金 917

棚卸資産 114
その他 1,416
徴収不能引当金 △ 4

繰延資産 - 781,392
1,645,489 1,645,489 ※

※ 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



（単位：百万円）

経常費用 467,613
業務費用 235,733 ※

人件費 128,559
職員給与費 105,980
賞与等引当金繰入額 9,004
退職手当引当金繰入額 9,578
その他 3,997

物件費等 100,631 ※

物件費 38,620
維持補修費 14,640
減価償却費 44,622
その他 2,750

その他の業務費用 6,543
支払利息 3,305
徴収不能引当金繰入額 19
その他 3,219

移転費用 231,880 ※

補助金等 218,880
社会保障給付 9,797
他会計への繰出金 351
その他 2,851

経常収益 63,485
使用料及び手数料 7,902
その他 55,583

純経常行政コスト △ 404,128
臨時損失 6,694 ※

災害復旧事業費 4,817
資産除売却損 416
損失補償等引当金繰入額 -
その他 1,462

臨時利益 1,096
資産売却益 1,073
その他 23

純行政コスト △ 409,726

※ 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 786,877 1,486,233 △ 699,356 -

純行政コスト（△） △ 409,726 △ 409,726 0

財源 402,957 ※ 402,957 ※ 0

税収等 296,660 296,660 0

国県等補助金 106,298 106,298 0

本年度差額 △ 6,769 △ 6,769 0

固定資産等の変動（内部変動） △ 17,755 17,755

有形固定資産等の増加 15,787 △ 15,787

有形固定資産等の減少 △ 30,264 30,264

貸付金・基金等の増加 12,530 △ 12,530

貸付金・基金等の減少 △ 15,808 15,808

資産評価差額 △ 166 △ 166

無償所管換等 1,450 1,450

他団体出資等分の増加 - -

他団体出資等分の減少 - -

その他 - - -

本年度純資産変動額 △ 5,485 △ 16,471 10,986 0

本年度末純資産残高 781,392 1,469,762 △ 688,370 0

※ 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


	財務諸表（R01一般会計等）
	財務諸表（R01全体）
	財務諸表（R01連結）

