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Ⅰ 一般会計等財務書類 

 



- 2 - 

 

１ 貸借対照表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：百万円）

【資産の部】 【負債の部】

固定資産 1,742,328 固定負債 1,083,349 ※

有形固定資産 1,540,617 地方債 947,043

事業用資産 335,174 ※ 長期未払金 0

土地 119,124 退職手当引当金 136,002

立木竹 3,562 損失補償等引当金 305

建物 387,792 その他 -

建物減価償却累計額 △ 204,980 流動負債 135,736 ※

工作物 20,139 1年内償還予定地方債 124,240

工作物減価償却累計額 △ 12,292 未払金 109

船舶 2,233 未払費用 -

船舶減価償却累計額 △ 2,017 前受金 -

浮標等 11 前受収益 -

浮標等減価償却累計額 △ 7 賞与等引当金 11,061

航空機 1,702 預り金 327

航空機減価償却累計額 △ 1,361 その他 0

その他 - 1,219,086 ※

その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

建設仮勘定 21,267 固定資産等形成分 1,768,993

インフラ資産 1,196,900 余剰分（不足分） △ 1,198,076

土地 83,964

建物 30,555

建物減価償却累計額 △ 13,254

工作物 2,191,339

工作物減価償却累計額 △ 1,192,334

その他 15,262

その他減価償却累計額 △ 1,758

建設仮勘定 83,126

物品 17,839

物品減価償却累計額 △ 9,295

無形固定資産 755

ソフトウェア 363

その他 392

投資その他の資産 200,956

投資及び出資金 68,400

有価証券 1,810

出資金 66,590

その他 -

投資損失引当金 △ 157

長期延滞債権 17,743

長期貸付金 20,792

基金 98,138

減債基金 29,693

その他 68,445

その他 -

徴収不能引当金 △ 3,960

流動資産 47,674

現金預金 20,189

未収金 827

短期貸付金 10,456

基金 16,209

財政調整基金 16,209

減債基金 0

棚卸資産 -

その他 0

徴収不能引当金 △ 7 570,917

1,790,003 ※ 1,790,003

※ 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
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２．行政コスト計算書 

 

 

  

（単位：百万円）

経常費用 558,023 ※

業務費用 300,648 ※

人件費 161,764
職員給与費 136,980
賞与等引当金繰入額 11,061
退職手当引当金繰入額 11,358
その他 2,365

物件費等 125,752
物件費 43,000
維持補修費 18,782
減価償却費 63,949
その他 21

その他の業務費用 13,133
支払利息 8,013
徴収不能引当金繰入額 952
その他 4,168

移転費用 257,375
補助金等 204,807
社会保障給付 18,040
他会計への繰出金 8,090
その他 26,438

経常収益 24,837
使用料及び手数料 12,109
その他 12,728

純経常行政コスト 533,186
臨時損失 928

災害復旧事業費 170
資産除売却損 726
投資損失引当金繰入額 2
損失補償等引当金繰入額 -
その他 30

臨時利益 630
資産売却益 630
その他 -

純行政コスト 533,484

※ 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
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３．純資産変動計算書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（単位：百万円）

前年度末純資産残高 552,286 1,900,981 △ 1,348,695

純行政コスト（△） △ 533,484 △ 533,484

財源 553,166 ※ 553,166 ※

税収等 440,358 440,358

国県等補助金 112,809 112,809

本年度差額 19,682 19,682

固定資産等の変動（内部変動） △ 130,936 ※ 130,936 ※

有形固定資産等の増加 49,307 △ 49,307

有形固定資産等の減少 △ 173,458 173,458

貸付金・基金等の増加 102,505 △ 102,505

貸付金・基金等の減少 △ 109,291 109,291

資産評価差額 △ 1,172 △ 1,172

無償所管換等 121 121

その他 - - -

本年度純資産変動額 18,631 △ 131,988 ※ 150,619 ※

本年度末純資産残高 570,917 1,768,993 △ 1,198,076

※ 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）
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４．資金収支計算書 

  

（単位：百万円）

【業務活動収支】
業務支出 496,745 ※

業務費用支出 239,051 ※

人件費支出 165,084
物件費等支出 61,810
支払利息支出 8,013
その他の支出 4,143

移転費用支出 257,694
補助金等支出 205,116
社会保障給付支出 18,040
他会計への繰出支出 8,090
その他の支出 26,448

業務収入 540,704 ※

税収等収入 435,203
国県等補助金収入 80,986
使用料及び手数料収入 12,127
その他の収入 12,387

臨時支出 638
災害復旧事業費支出 170
その他の支出 468

臨時収入 90
業務活動収支 43,410 ※

【投資活動収支】
投資活動支出 79,697

公共施設等整備費支出 33,028
基金積立金支出 13,224
投資及び出資金支出 477
貸付金支出 32,968
その他の支出 -

投資活動収入 90,620
国県等補助金収入 31,733
基金取崩収入 17,066
貸付金元金回収収入 35,874
資産売却収入 791
その他の収入 5,156

投資活動収支 10,923
【財務活動収支】

財務活動支出 149,012 ※

地方債償還支出 148,896
その他の支出 117

財務活動収入 96,378 ※

地方債発行収入 96,262
その他の収入 117

財務活動収支 △ 52,634
1,699

18,164

19,863

前年度末歳計外現金残高 370
本年度歳計外現金増減額 △ 43
本年度末歳計外現金残高 327

本年度末現金預金残高 20,189 ※

※ 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



- 15 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 全体財務書類 
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（単位：百万円）

【資産の部】 【負債の部】

固定資産 1,761,327 固定負債 1,099,412
有形固定資産 1,565,938 地方債 956,444

事業用資産 351,033 長期未払金 -                        
土地 123,281 退職手当引当金 138,549
立木竹 3,562 損失補償等引当金 305
建物 428,152 その他 4,114
建物減価償却累計額 △ 234,028 流動負債 141,270 ※

工作物 21,069 1年内償還予定地方債 125,871
工作物減価償却累計額 △ 13,004 未払金 2,291
船舶 2,233 未払費用 -                        
船舶減価償却累計額 △ 2,017 前受金 -                        
浮標等 11 前受収益 -                        
浮標等減価償却累計額 △ 7 賞与等引当金 11,750
航空機 1,702 預り金 327
航空機減価償却累計額 △ 1,361 その他 1,032
その他 -                       1,240,682
その他減価償却累計額 -                       【純資産の部】

建設仮勘定 21,440 固定資産等形成分 1,787,893
インフラ資産 1,201,980 ※ 余剰分（不足分） △ 1,198,092

土地 84,237
建物 31,717
建物減価償却累計額 △ 13,991
工作物 2,199,835
工作物減価償却累計額 △ 1,196,958
その他 17,046
その他減価償却累計額 △ 3,101
建設仮勘定 83,196

物品 33,548
物品減価償却累計額 △ 20,623

無形固定資産 971
ソフトウェア 548
その他 423

投資その他の資産 194,418
投資及び出資金 62,625

有価証券 1,810
出資金 60,815
その他 -                       

投資損失引当金 △ 157
長期延滞債権 17,743
長期貸付金 16,192
基金 101,355

減債基金 29,693
その他 71,662

その他 620
徴収不能引当金 △ 3,960

流動資産 69,156
現金預金 36,995
未収金 5,337
短期貸付金 10,356
基金 16,209

財政調整基金 16,209
減債基金 -                       

棚卸資産 298
その他 -                       
徴収不能引当金 △ 39 589,801 ※

1,830,484 ※ 1,830,484 ※

※　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

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）

経常費用 711,696 ※

業務費用 332,793
人件費 173,621

職員給与費 147,800
賞与等引当金繰入額 11,750
退職手当引当金繰入額 11,706
その他 2,365

物件費等 142,040
物件費 55,910
維持補修費 19,665
減価償却費 66,444
その他 21

その他の業務費用 17,132
支払利息 8,084
徴収不能引当金繰入額 966
その他 8,082

移転費用 378,902 ※

補助金等 326,318
社会保障給付 18,040
他会計への繰出金 7,604
その他 26,941

経常収益 52,176
使用料及び手数料 38,596
その他 13,580

純経常行政コスト 659,520
臨時損失 1,175

災害復旧事業費 170
資産除売却損 969
投資損失引当金繰入額 2
損失補償等引当金繰入額 -                               
その他 34

臨時利益 1,120
資産売却益 1,120

その他 -                               
純行政コスト 659,575

※　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
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（単位：百万円）

前年度末純資産残高 569,914 1,830,252 △ 1,260,338

純行政コスト（△） △ 659,575 △ 659,575

財源 680,612 680,612

税収等 527,917 527,917

国県等補助金 152,695 152,695

本年度差額 21,037 21,037

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 △ 1,172

無償所管換等 121

その他 △ 97

本年度純資産変動額 19,888 ※ △ 42,359 62,246

本年度末純資産残高 589,801 ※ 1,787,893 △ 1,198,092

※　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）
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（単位：百万円）

【業務活動収支】
業務支出 648,083 ※

業務費用支出 269,441
人件費支出 177,402
物件費等支出 75,090
支払利息支出 8,084
その他の支出 8,865

移転費用支出 378,643
補助金等支出 326,048
社会保障給付支出 18,040
他会計への繰出支出 8,090
その他の支出 26,465

業務収入 694,437 ※

税収等収入 522,003
国県等補助金収入 120,873
使用料及び手数料収入 38,614
その他の収入 12,948

臨時支出 638
災害復旧事業費支出 170
その他の支出 468

臨時収入 90
業務活動収支 45,806
【投資活動収支】

投資活動支出 82,153 ※

公共施設等整備費支出 35,228
基金積立金支出 13,481
投資及び出資金支出 477
貸付金支出 32,968
その他の支出 -                               

投資活動収入 91,060 ※

国県等補助金収入 31,733
基金取崩収入 17,116
貸付金元金回収収入 35,774
資産売却収入 1,282
その他の収入 5,156

投資活動収支 8,907
【財務活動収支】

財務活動支出 150,117
地方債償還支出 150,000
その他の支出 117

財務活動収入 97,343 ※

地方債発行収入 97,227
その他の収入 117

財務活動収支 △ 52,774
1,939

34,729

36,668

前年度末歳計外現金残高 370
本年度歳計外現金増減額 △ 43
本年度末歳計外現金残高 327

本年度末現金預金残高 36,995

※　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
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Ⅲ 連結財務書類 
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（単位：百万円）

【資産の部】 【負債の部】

固定資産 1,795,070 固定負債 1,120,091 ※

有形固定資産 1,601,691 ※ 地方債 961,957
事業用資産 375,221 ※ 長期未払金 24

土地 131,020 退職手当引当金 142,980
立木竹 3,562 損失補償等引当金 6,377
建物 449,836 その他 8,754
建物減価償却累計額 △ 242,993 流動負債 150,461
工作物 29,808 1年内償還予定地方債 127,297
工作物減価償却累計額 △ 18,720 未払金 8,334
船舶 3,997 未払費用 268
船舶減価償却累計額 △ 3,186 前受金 91
浮標等 11 前受収益 11
浮標等減価償却累計額 △ 7 賞与等引当金 12,267
航空機 1,702 預り金 643
航空機減価償却累計額 △ 1,361 その他 1,550
その他 -                       1,270,553 ※

その他減価償却累計額 -                       【純資産の部】

建設仮勘定 21,551 固定資産等形成分 1,816,568
インフラ資産 1,210,150 余剰分（不足分） △ 1,221,239

土地 85,147 他団体出資等分 13,748
建物 32,031
建物減価償却累計額 △ 14,240
工作物 2,231,226
工作物減価償却累計額 △ 1,221,155
その他 17,046
その他減価償却累計額 △ 3,101
建設仮勘定 83,196

物品 43,575
物品減価償却累計額 △ 27,254

無形固定資産 1,173
ソフトウェア 629
その他 544

投資その他の資産 192,206 ※

投資及び出資金 31,487
有価証券 1,951
出資金 29,502
その他 34

投資損失引当金 -                       
長期延滞債権 17,743
長期貸付金 8,922
基金 133,347 ※

減債基金 29,693
その他 103,655

その他 4,676
徴収不能引当金 △ 3,971

流動資産 84,560 ※

現金預金 51,447
未収金 8,104
短期貸付金 5,288
基金 16,209

財政調整基金 16,209
減債基金 -                       

棚卸資産 3,019
その他 675
徴収不能引当金 △ 183 609,077

1,879,630 1,879,630
※　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
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（単位：百万円）

経常費用 736,673
業務費用 363,795

人件費 182,625
職員給与費 155,312
賞与等引当金繰入額 12,267
退職手当引当金繰入額 12,681
その他 2,365

物件費等 159,092 ※

物件費 64,624
維持補修費 26,287
減価償却費 68,161
その他 21

その他の業務費用 22,078
支払利息 8,243
徴収不能引当金繰入額 966
その他 12,869

移転費用 372,878 ※

補助金等 320,294
社会保障給付 18,040
他会計への繰出金 7,604
その他 26,941

経常収益 80,572
使用料及び手数料 41,470
その他 39,102

純経常行政コスト 656,101
臨時損失 1,590

災害復旧事業費 170
資産除売却損 1,140
投資損失引当金繰入額 2
損失補償等引当金繰入額 209
その他 69

臨時利益 1,139
資産売却益 1,120
その他 19

純行政コスト 656,552

※　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
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（単位：百万円）

前年度末純資産残高 589,819 1,857,214 △ 1,281,167 13,772

純行政コスト（△） △ 656,552 △ 656,552 -                               

財源 680,881 680,881 -                               

税収等 528,045 528,045 -                               

国県等補助金 152,836 152,836 -                               

本年度差額 24,329 24,329 -                               

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 △ 1,360

無償所管換等 121

他団体出資等分の増加 165 165

他団体出資等分の減少 △ 189 △ 189

その他 △ 3,808

本年度純資産変動額 19,258 △ 40,646 59,928 △ 24

本年度末純資産残高 609,077 1,816,568 △ 1,221,239 13,748

※　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

他団体出資等分
余剰分

（不足分）


