
（単位：百万円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 1,531,652 固定負債 894,321

有形固定資産 1,183,340 地方債 790,779
事業用資産 816,068 長期未払金 2,484

土地 468,771 退職手当引当金 86,149
立木竹 3,554 損失補償等引当金 516
建物 590,631 その他 14,393
建物減価償却累計額 △ 306,992 流動負債 97,572
工作物 153,881 1年内償還予定地方債 82,618
工作物減価償却累計額 △ 108,654 未払金 436
船舶 - 未払費用 542
船舶減価償却累計額 - 前受金 -
浮標等 - 前受収益 -
浮標等減価償却累計額 - 賞与等引当金 7,371
航空機 2,104 預り金 3,928
航空機減価償却累計額 △ 2,104 その他 2,678
その他 - 991,893
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 14,878 固定資産等形成分 1,586,605

インフラ資産 357,137 余剰分（不足分） △ 976,634
土地 195,937
建物 1,938
建物減価償却累計額 △ 1,122
工作物 449,525
工作物減価償却累計額 △ 311,295
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 22,155

物品 30,218
物品減価償却累計額 △ 20,083

無形固定資産 7,016
ソフトウェア 5,235
その他 1,781

投資その他の資産 341,296
投資及び出資金 212,292

有価証券 1,277
出資金 6,174
その他 204,841

投資損失引当金 △ 96,182
長期延滞債権 2,731
長期貸付金 15,421
基金 206,581

減債基金 92,059
その他 114,522

その他 1,702
徴収不能引当金 △ 1,250

流動資産 70,212
現金預金 13,354
未収金 1,938
短期貸付金 2,531
基金 52,421

財政調整基金 30,226
減債基金 22,195

棚卸資産 20
その他 137
徴収不能引当金 △ 190 609,971

1,601,864 1,601,864

負債合計

純資産合計
資産合計 負債及び純資産合計

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
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（単位：百万円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 2,575,524 固定負債 1,663,622

有形固定資産 2,335,550 地方債等 1,199,665
事業用資産 1,124,824 長期未払金 2,484

土地 506,149 退職手当引当金 95,247
立木竹 3,554 損失補償等引当金 516
建物 714,911 その他 365,710
建物減価償却累計額 △ 361,867 流動負債 158,191
工作物 487,896 1年内償還予定地方債等 122,316
工作物減価償却累計額 △ 241,222 未払金 19,115
船舶 - 未払費用 822
船舶減価償却累計額 - 前受金 1,519
浮標等 - 前受収益 -
浮標等減価償却累計額 - 賞与等引当金 9,119
航空機 2,104 預り金 2,447
航空機減価償却累計額 △ 2,104 その他 2,852
その他 - 1,821,813
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 15,404 固定資産等形成分 2,637,888

インフラ資産 1,114,436 余剰分（不足分） △ 1,752,046
土地 233,589
土地減損損失累計額 △ 154
建物 69,983
建物減価償却累計額 △ 31,614
工作物 1,736,839
工作物減価償却累計額 △ 946,875
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 52,668

物品 254,111
物品減価償却累計額 △ 157,820

無形固定資産 18,329
ソフトウェア 5,893
その他 12,437

投資その他の資産 221,645
投資及び出資金 7,819

有価証券 1,524
出資金 6,294
その他 -

投資損失引当金 △ 273
長期延滞債権 3,234
長期貸付金 15,421
基金 195,227

減債基金 80,705
その他 114,522

その他 1,735
徴収不能引当金 △ 1,517

流動資産 132,131
現金預金 54,320
未収金 14,352
短期貸付金 2,531
基金 59,833

財政調整基金 37,637
減債基金 22,195

棚卸資産 1,502
その他 313
徴収不能引当金 △ 720

繰延資産 - 885,842
2,707,655 2,707,655

負債合計

純資産合計
資産合計 負債及び純資産合計

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
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（単位：百万円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 2,599,699 固定負債 1,680,106

有形固定資産 2,348,985 地方債等 1,208,338
事業用資産 1,137,632 長期未払金 2,490

土地 506,718 退職手当引当金 99,745
立木竹 3,554 損失補償等引当金 510
建物 731,935 その他 369,023
建物減価償却累計額 △ 367,682 流動負債 163,000
工作物 489,168 1年内償還予定地方債等 123,006
工作物減価償却累計額 △ 241,761 未払金 21,322
船舶 - 未払費用 1,190
船舶減価償却累計額 - 前受金 1,554
浮標等 - 前受収益 -
浮標等減価償却累計額 - 賞与等引当金 10,068
航空機 2,104 預り金 2,638
航空機減価償却累計額 △ 2,104 その他 3,221
その他 532 1,843,105
その他減価償却累計額 △ 236 【純資産の部】
建設仮勘定 15,404 固定資産等形成分 2,662,257

インフラ資産 1,114,436 余剰分（不足分） △ 1,762,220
土地 233,589 他団体出資等分 4,114
土地減損損失累計額 △ 154
建物 69,983
建物減価償却累計額 △ 31,614
工作物 1,736,839
工作物減価償却累計額 △ 946,875
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 52,668

物品 258,024
物品減価償却累計額 △ 161,107

無形固定資産 18,445
ソフトウェア 5,913
その他 12,532

投資その他の資産 232,269
投資及び出資金 5,412

有価証券 3,048
出資金 2,363
その他 -

長期延滞債権 3,271
長期貸付金 15,487
基金 207,665

減債基金 80,705
その他 126,961

その他 1,989
徴収不能引当金 △ 1,554

流動資産 147,557
現金預金 64,285
未収金 19,403
短期貸付金 2,532
基金 60,026

財政調整基金 37,831
減債基金 22,195

棚卸資産 1,659
その他 471
徴収不能引当金 △ 818

繰延資産 - 904,151
2,747,257 2,747,257

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

―28―



（単位：百万円）

経常費用 414,091
業務費用 235,759

人件費 111,387
職員給与費 92,459
賞与等引当金繰入額 7,371
退職手当引当金繰入額 5,399
その他 6,158

物件費等 114,366
物件費 75,470
維持補修費 10,683
減価償却費 28,214
その他 -

その他の業務費用 10,005
支払利息 5,940
徴収不能引当金繰入額 384
その他 3,682

移転費用 178,333
補助金等 26,619
社会保障給付 115,165
他会計への繰出金 36,506
その他 43

経常収益 38,703
使用料及び手数料 15,866
その他 22,837

純経常行政コスト 375,389
臨時損失 4,919

災害復旧事業費 1,871
資産除売却損 1,031
投資損失引当金繰入額 1,329
損失補償等引当金繰入額 249
その他 439

臨時利益 151
資産売却益 151
その他 -

純行政コスト 380,156

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
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（単位：百万円）

経常費用 693,242
業務費用 383,216

人件費 138,075
職員給与費 113,871
賞与等引当金繰入額 9,030
退職手当引当金繰入額 7,837
その他 7,337

物件費等 225,348
物件費 109,557
維持補修費 20,271
減価償却費 76,416
その他 19,104

その他の業務費用 19,792
支払利息 12,576
徴収不能引当金繰入額 1,037
その他 6,180

移転費用 310,026
補助金等 194,781
社会保障給付 115,176
他会計への繰出金 -
その他 69

経常収益 144,892
使用料及び手数料 122,776
その他 22,116

純経常行政コスト 548,350
臨時損失 7,997

災害復旧事業費 2,343
資産除売却損 2,574
投資損失引当金繰入額 -
損失補償等引当金繰入額 249
その他 2,831

臨時利益 13,938
資産売却益 151
その他 13,786

純行政コスト 542,409

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
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（単位：百万円）

経常費用 814,537
業務費用 404,565

人件費 156,719
職員給与費 130,450
賞与等引当金繰入額 9,678
退職手当引当金繰入額 8,432
その他 8,158

物件費等 224,462
物件費 106,579
維持補修費 19,670
減価償却費 77,633
その他 20,580

その他の業務費用 23,384
支払利息 12,636
徴収不能引当金繰入額 1,121
その他 9,627

移転費用 409,972
補助金等 294,726
社会保障給付 115,176
他会計への繰出金 -
その他 69

経常収益 156,593
使用料及び手数料 122,776
その他 33,816

純経常行政コスト 657,944
臨時損失 8,076

災害復旧事業費 2,343
資産除売却損 2,603
損失補償等引当金繰入額 249
その他 2,881

臨時利益 14,103
資産売却益 155
その他 13,947

純行政コスト 651,917

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
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（単位：百万円）

【業務活動収支】
業務支出 389,632

業務費用支出 211,024
人件費支出 115,209
物件費等支出 86,168
支払利息支出 6,034
その他の支出 3,612

移転費用支出 178,608
補助金等支出 26,619
社会保障給付支出 115,165
他会計への繰出支出 36,506
その他の支出 318

業務収入 418,489
税収等収入 286,380
国県等補助金収入 101,218
使用料及び手数料収入 15,996
その他の収入 14,895

臨時支出 2,114
災害復旧事業費支出 1,871
その他の支出 243

臨時収入 213
業務活動収支 26,956
【投資活動収支】

投資活動支出 104,986
公共施設等整備費支出 38,875
基金積立金支出 50,915
投資及び出資金支出 2,714
貸付金支出 12,481
その他の支出 1

投資活動収入 82,733
国県等補助金収入 8,041
基金取崩収入 56,567
貸付金元金回収収入 14,252
資産売却収入 3,178
その他の収入 696

投資活動収支 △ 22,253
【財務活動収支】

財務活動支出 96,068
地方債償還支出 93,593
その他の支出 2,475

財務活動収入 87,416
地方債発行収入 87,416
その他の収入 -

財務活動収支 △ 8,652
△ 3,949

13,375
9,426

前年度末歳計外現金残高 2,608
本年度歳計外現金増減額 1,320
本年度末歳計外現金残高 3,928
本年度末現金預金残高 13,354

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
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（単位：百万円）

【業務活動収支】
業務支出 619,320

業務費用支出 309,018
人件費支出 140,524
物件費等支出 148,760
支払利息支出 13,256
その他の支出 6,478

移転費用支出 310,302
補助金等支出 194,781
社会保障給付支出 115,176
他会計への繰出支出 -
その他の支出 345

業務収入 687,672
税収等収入 350,775
国県等補助金収入 190,950
使用料及び手数料収入 123,374
その他の収入 22,572

臨時支出 4,940
災害復旧事業費支出 2,343
その他の支出 2,597

臨時収入 235
業務活動収支 63,646
【投資活動収支】

投資活動支出 137,305
公共施設等整備費支出 72,459
基金積立金支出 52,363
投資及び出資金支出 -
貸付金支出 12,481
その他の支出 3

投資活動収入 89,699
国県等補助金収入 13,727
基金取崩収入 57,754
貸付金元金回収収入 14,252
資産売却収入 3,185
その他の収入 781

投資活動収支 △ 47,606
【財務活動収支】

財務活動支出 135,962
地方債償還支出 133,336
その他の支出 2,626

財務活動収入 110,120
地方債発行収入 110,120
その他の収入 -

財務活動収支 △ 25,842
△ 9,803

60,195
50,392

前年度末歳計外現金残高 2,608
本年度歳計外現金増減額 1,320
本年度末歳計外現金残高 3,928
本年度末現金預金残高 54,320

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
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（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
△ 7,740

68,097
60,357

前年度末歳計外現金残高 2,608
本年度歳計外現金増減額 1,320
本年度末歳計外現金残高 3,928
本年度末現金預金残高 64,285

前年度末資金残高
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
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（単位：百万円）

前年度末純資産残高 595,483 1,573,283 △ 977,800

純行政コスト（△） △ 380,156 △ 380,156

財源 396,196 396,196

税収等 286,771 286,771

国県等補助金 109,426 109,426

本年度差額 16,040 16,040

固定資産等の変動（内部変動） 13,953 △ 13,953

有形固定資産等の増加 58,056 △ 58,056

有形固定資産等の減少 △ 45,209 45,209

貸付金・基金等の増加 48,436 △ 48,436

貸付金・基金等の減少 △ 47,330 47,330

資産評価差額 △ 1,970 △ 1,970

無償所管換等 418 418

その他 0 921 △ 921

本年度純資産変動額 14,488 13,322 1,166

本年度末純資産残高 609,971 1,586,605 △ 976,634

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）

―12―



（単位：百万円）

前年度末純資産残高 861,475 2,627,546 △ 1,766,072

純行政コスト（△） △ 542,409 △ 542,409

財源 563,012 563,012

税収等 355,856 355,856

国県等補助金 207,157 207,157

本年度差額 20,604 20,604

固定資産等の変動（内部変動） 8,272 △ 8,272

有形固定資産等の増加 95,083 △ 95,083

有形固定資産等の減少 △ 81,342 81,342

貸付金・基金等の増加 51,386 △ 51,386

貸付金・基金等の減少 △ 56,855 56,855

資産評価差額 △ 1,970 △ 1,970

無償所管換等 5,734 5,734

その他 0 △ 1,693 1,693

本年度純資産変動額 24,367 10,341 14,026

本年度末純資産残高 885,842 2,637,888 △ 1,752,046

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）
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（単位：百万円）

前年度末純資産残高 875,104 2,650,742 △ 1,779,950 4,312

純行政コスト（△） △ 651,917 △ 651,088 △ 828

財源 671,078 670,448 631

税収等 418,181 418,128 52

国県等補助金 252,898 252,319 578

本年度差額 19,162 19,359 △ 198

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 △ 1,996

無償所管換等 11,876

他団体出資等分の増加 -

他団体出資等分の減少 -

その他 6

本年度純資産変動額 29,047 11,515 17,730 △ 198

本年度末純資産残高 904,151 2,662,257 △ 1,762,220 4,114

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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