
（単位：百万円）

【資産の部】 【負債の部】

固定資産 6,173,425 固定負債 2,250,876

有形固定資産 5,522,457 地方債 1,881,133

事業用資産 2,794,547 長期未払金 15,347

土地 1,362,960 退職手当引当金 161,176

立木竹 1,031 損失補償等引当金 △ 718

建物 1,700,692 その他 193,938

建物減価償却累計額 △ 1,122,226 流動負債 262,513

工作物 1,040,268 1年内償還予定地方債 155,443

工作物減価償却累計額 △ 534,484 未払金 54,522

船舶 1,939 未払費用 1,789

船舶減価償却累計額 △ 1,168 前受金 5,260

浮標等 34 前受収益 1,103

浮標等減価償却累計額 △ 34 賞与等引当金 17,307

航空機 1,339 預り金 23,896

航空機減価償却累計額 △ 1,339 その他 3,192

その他 2,144 2,513,389

その他減価償却累計額 △ 728 【純資産の部】

建設仮勘定 344,119 固定資産等形成分 6,240,800

インフラ資産 2,590,986 余剰分（不足分） △ 1,975,059

土地 1,390,263 他団体出資等分 19,007

建物 147,081

建物減価償却累計額 △ 84,352

工作物 2,523,909

工作物減価償却累計額 △ 1,414,126

その他 8,576

その他減価償却累計額 △ 6,784

建設仮勘定 26,420

物品 501,986

物品減価償却累計額 △ 365,063

無形固定資産 88,789

ソフトウェア 9,158

その他 79,631

投資その他の資産 562,179

投資及び出資金 164,401

有価証券 29,381

出資金 134,878

その他 143

投資損失引当金 -
長期延滞債権 12,480

長期貸付金 7,925

基金 373,785

減債基金 257,633

その他 116,151

その他 8,991

徴収不能引当金 △ 5,783

流動資産 624,708

現金預金 306,778

未収金 42,975

短期貸付金 432

基金 66,942

財政調整基金 11,538

減債基金 55,405

棚卸資産 189,535

その他 18,582

徴収不能引当金 △ 536

繰延資産 4 4,284,748

6,798,137 6,798,137

※ 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 1,460,586
業務費用 686,298

人件費 259,707
職員給与費 217,592
賞与等引当金繰入額 16,748
退職手当引当金繰入額 14,562
その他 10,805

物件費等 384,043
物件費 202,516
維持補修費 38,874
減価償却費 122,936
その他 19,717

その他の業務費用 42,547
支払利息 23,788
徴収不能引当金繰入額 2,263
その他 16,497

移転費用 774,288
補助金等 560,745
社会保障給付 211,541
他会計への繰出金 0
その他 2,003

経常収益 319,967
使用料及び手数料 189,782
その他 130,185

純経常行政コスト △ 1,140,619
臨時損失 7,755

災害復旧事業費 6,840
資産除売却損 2,462
投資損失引当金繰入額 -
損失補償等引当金繰入額 -
その他 4,466

臨時利益 △ 123
資産売却益 1,645
その他 △ 1,768

純行政コスト △ 1,148,497

※ 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 4,305,463 6,281,811 △ 1,997,709 21,362

純行政コスト（△） △ 1,148,497 △ 1,147,113 △ 1,384

財源 1,141,460 1,139,679 1,781

税収等 665,313 665,164 150

国県等補助金 476,146 474,515 1,631

本年度差額 △ 7,037 △ 7,434 396

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 △ 12,346

無償所管換等 1,190

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 0

その他 △ 2,521

本年度純資産変動額 △ 20,714 △ 41,011 22,651 △ 2,355

本年度末純資産残高 4,284,748 6,240,800 △ 1,975,059 19,007

※ 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



（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
地方債償還支出
その他の支出

財務活動収入
地方債発行収入
その他の収入

財務活動収支
△ 180

291,542
0

291,361

前年度末歳計外現金残高 15,177
本年度歳計外現金増減額 240
本年度末歳計外現金残高 15,417

本年度末現金預金残高 306,778

※ 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。

本年度資金収支額
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


