
（単位：百万円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 4,477,160   固定負債 1,606,672

    有形固定資産 3,468,375     地方債 1,370,887

      事業用資産 609,899     長期未払金 15

        土地 239,247     退職手当引当金 222,007

        立木竹 838     損失補償等引当金 13,764

        建物 730,903     その他 -

        建物減価償却累計額 -413,011   流動負債 196,635

        工作物 73,258     １年内償還予定地方債 174,941

        工作物減価償却累計額 -46,752     未払金 175

        船舶 4,443     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -1,621     前受金 -

        浮標等 277     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -193     賞与等引当金 18,679

        航空機 1,856     預り金 2,841

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 1,803,307

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 20,655   固定資産等形成分 4,556,471

      インフラ資産 2,842,259   余剰分（不足分） -1,551,274

        土地 457,242

        建物 11,299

        建物減価償却累計額 -6,284

        工作物 5,169,479

        工作物減価償却累計額 -3,013,441

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 223,964

      物品 53,306

      物品減価償却累計額 -37,089

    無形固定資産 4,570

      ソフトウェア 179

      その他 4,392

    投資その他の資産 1,004,215

      投資及び出資金 117,732

        有価証券 5,943

        出資金 111,790

        その他 -

      投資損失引当金 -11,397

      長期延滞債権 20,839

      長期貸付金 153,855

      基金 724,168

        減債基金 75,746

        その他 648,422

      その他 -

      徴収不能引当金 -982

  流動資産 331,344

    現金預金 96,493

    未収金 155,651

    短期貸付金 3,265

    基金 76,046

      財政調整基金 16,617

      減債基金 59,429

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -111 純資産合計 3,005,197

資産合計 4,808,504 負債及び純資産合計 4,808,504

一般会計等貸借対照表
（令和2年3月31日現在）

Ⅰ 一般会計等財務書類



（単位：百万円）

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

科目名 金額

  経常費用 997,990

    業務費用 499,376

      人件費 252,287

        職員給与費 210,974

        賞与等引当金繰入額 18,679

        退職手当引当金繰入額 18,329

        その他 4,305

      物件費等 228,830

        物件費 71,554

        維持補修費 35,568

        減価償却費 121,707

        その他 -

      その他の業務費用 18,259

        支払利息 7,790

        徴収不能引当金繰入額 715

        その他 9,754

    移転費用 498,614

      補助金等 440,739

      社会保障給付 29,274

      他会計への繰出金 27,845

      その他 757

  経常収益 37,680

    使用料及び手数料 15,243

    その他 22,437

純経常行政コスト 960,310

  臨時損失 23,883

    災害復旧事業費 22,313

    資産除売却損 984

    投資損失引当金繰入額 169

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 1,495

純行政コスト 982,174

    その他 417

  臨時利益 2,019

    資産売却益 524



（単位：百万円）

固定資産等形成分 余剰分(不足分)

前年度末純資産残高 2,961,679 4,621,837 -1,660,158

  純行政コスト（△） -982,174 -982,174

  財源 1,019,288 1,019,288

    税収等 636,157 636,157

    国県等補助金 383,131 383,131

  本年度差額 37,114 37,114

  固定資産等の変動（内部変動） -71,769 71,769

    有形固定資産等の増加 126,923 -126,923

    有形固定資産等の減少 -165,928 165,928

    貸付金・基金等の増加 232,682 -232,682

    貸付金・基金等の減少 -265,446 265,446

  資産評価差額 -1,626 -1,626

  無償所管換等 8,034 8,034

  その他 -5 -5 -

  本年度純資産変動額 43,518 -65,366 108,883

本年度末純資産残高 3,005,197 4,556,471 -1,551,274

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

合計科目名



（単位：百万円）

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

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 911,123

    業務費用支出 412,504

      人件費支出 257,267

      物件費等支出 107,312

      支払利息支出 7,790

      その他の支出 40,136

    移転費用支出 498,619

      補助金等支出 440,739

      社会保障給付支出 29,274

      他会計への繰出支出 27,845

      その他の支出 762

  業務収入 863,530

    税収等収入 667,724

    国県等補助金収入 159,090

    使用料及び手数料収入 15,236

    その他の収入 21,480

  臨時支出 22,985

    災害復旧事業費支出 22,313

    その他の支出 673

  臨時収入 25,042

業務活動収支 -45,536

【投資活動収支】

  投資活動支出 285,024

    公共施設等整備費支出 83,218

    基金積立金支出 125,165

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 71,956

    その他の支出 4,686

  投資活動収入 357,802

    国県等補助金収入 112,939

    基金取崩収入 168,215

    貸付金元金回収収入 74,847

    資産売却収入 729

    その他の収入 1,072

投資活動収支 72,778

【財務活動収支】

  財務活動支出 169,727

    地方債償還支出 169,577

    その他の支出 150

  財務活動収入 169,591

    地方債発行収入 169,441

前年度末歳計外現金残高 3,095

本年度歳計外現金増減額 -254

本年度末歳計外現金残高 2,841

本年度末現金預金残高 96,493

    その他の収入 150

財務活動収支 -136

本年度資金収支額 27,106

前年度末資金残高 66,546

本年度末資金残高 93,652



（単位：百万円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 4,571,253   固定負債 1,674,657

    有形固定資産 3,568,041     地方債等 1,429,537

      事業用資産 616,671     長期未払金 15

        土地 239,586     退職手当引当金 222,535

        立木竹 838     損失補償等引当金 13,764

        建物 748,599     その他 8,806

        建物減価償却累計額 -425,065   流動負債 201,386

        工作物 74,337     １年内償還予定地方債等 178,138

        工作物減価償却累計額 -47,390     未払金 1,656

        船舶 4,443     未払費用 29

        船舶減価償却累計額 -1,621     前受金 75

        浮標等 277     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -193     賞与等引当金 18,983

        航空機 1,856     預り金 2,409

        航空機減価償却累計額 -     その他 96

        その他 8 負債合計 1,876,043

        その他減価償却累計額 0 【純資産の部】

        建設仮勘定 20,995   固定資産等形成分 4,649,715

      インフラ資産 2,930,353   余剰分（不足分） -1,611,389

        土地 491,353

        建物 14,865

        建物減価償却累計額 -8,056

        工作物 5,259,213

        工作物減価償却累計額 -3,074,927

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 247,905

      物品 68,943

      物品減価償却累計額 -47,926

    無形固定資産 4,660

      ソフトウェア 179

      その他 4,481

    投資その他の資産 998,552

      投資及び出資金 103,632

        有価証券 5,943

        出資金 97,690

        その他 -

      投資損失引当金 -11,397

      長期延滞債権 20,840

      長期貸付金 152,633

      基金 733,826

        減債基金 75,746

        その他 658,080

      その他 18

      徴収不能引当金 -1,001

  流動資産 343,117

    現金預金 105,415

    未収金 156,166

    短期貸付金 2,416

    基金 76,046

      財政調整基金 16,617

      減債基金 59,429

    棚卸資産 2,974

    その他 211

    徴収不能引当金 -111 純資産合計 3,038,326

資産合計 4,914,370 負債及び純資産合計 4,914,370

全体貸借対照表
（令和2年3月31日現在）

Ⅱ 全体財務書類



（単位：百万円）

    その他 1,691

純行政コスト 1,135,146

    その他 590

  臨時利益 2,601

    資産売却益 911

    資産除売却損 984

    投資損失引当金繰入額 169

    損失補償等引当金繰入額 -

純経常行政コスト 1,113,692

  臨時損失 24,056

    災害復旧事業費 22,313

  経常収益 45,240

    使用料及び手数料 21,047

    その他 24,193

      社会保障給付 29,274

      他会計への繰出金 -

      その他 4,995

        その他 13,299

    移転費用 645,206

      補助金等 610,937

      その他の業務費用 22,272

        支払利息 8,257

        徴収不能引当金繰入額 716

        維持補修費 36,137

        減価償却費 123,478

        その他 445

        その他 4,370

      物件費等 234,470

        物件費 74,410

        職員給与費 215,316

        賞与等引当金繰入額 18,940

        退職手当引当金繰入額 18,356

  経常費用 1,158,932

    業務費用 513,725

      人件費 256,983

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

科目名 金額



（単位：百万円）

固定資産等形成分 余剰分(不足分) 他団体出資等分

前年度末純資産残高 2,992,529 4,704,132 -1,711,603 -

  純行政コスト（△） -1,135,146 -1,135,146 -

  財源 1,174,338 1,174,338 -

    税収等 731,645 731,645 -

    国県等補助金 442,692 442,692 -

  本年度差額 39,191 39,191 -

  固定資産等の変動（内部変動） -61,023 61,023

    有形固定資産等の増加 140,277 -140,277

    有形固定資産等の減少 -168,489 168,489

    貸付金・基金等の増加 232,683 -232,683

    貸付金・基金等の減少 -265,493 265,493

  資産評価差額 -1,626 -1,626

  無償所管換等 8,236 8,236

  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 - - - -

  その他 -5 -5 -

  本年度純資産変動額 45,798 -54,417 100,214 -

本年度末純資産残高 3,038,326 4,649,715 -1,611,389 -

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

科目名 合計



（単位：百万円）

本年度末資金残高 102,574

前年度末歳計外現金残高 3,095

本年度歳計外現金増減額 -254

本年度末歳計外現金残高 2,841

本年度末現金預金残高 105,415

    その他の収入 1,480

財務活動収支 12,074

本年度資金収支額 28,298

前年度末資金残高 74,277

比例連結割合変更に伴う差額 -

  財務活動支出 173,729

    地方債等償還支出 173,214

    その他の支出 515

  財務活動収入 185,803

    地方債等発行収入 184,323

    貸付金元金回収収入 74,851

    資産売却収入 1,173

    その他の収入 1,078

投資活動収支 60,349

【財務活動収支】

    貸付金支出 71,956

    その他の支出 4,686

  投資活動収入 358,337

    国県等補助金収入 112,976

    基金取崩収入 168,259

【投資活動収支】

  投資活動支出 297,988

    公共施設等整備費支出 96,181

    基金積立金支出 125,165

    投資及び出資金支出 -

  臨時支出 23,158

    災害復旧事業費支出 22,313

    その他の支出 845

  臨時収入 25,238

業務活動収支 -44,125

  業務収入 1,025,829

    税収等収入 763,237

    国県等補助金収入 218,937

    使用料及び手数料収入 21,038

    その他の収入 22,617

    移転費用支出 645,736

      補助金等支出 611,462

      社会保障給付支出 29,274

      他会計への繰出支出 -

      その他の支出 5,000

    業務費用支出 426,297

      人件費支出 261,921

      物件費等支出 110,932

      支払利息支出 8,257

      その他の支出 45,188

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

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 1,072,033



（単位：百万円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 4,679,329   固定負債 1,777,882

    有形固定資産 3,706,200     地方債等 1,444,647

      事業用資産 740,541     長期未払金 1,369

        土地 254,826     退職手当引当金 224,348

        土地減損損失累計額 -39     損失補償等引当金 192

        立木竹 50,553     その他 107,326

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 219,719

        建物 837,485     １年内償還予定地方債等 180,057

        建物減価償却累計額 -460,513     未払金 10,101

        建物減損損失累計額 -3     未払費用 752

        工作物 82,050     前受金 136

        工作物減価償却累計額 -50,774     前受収益 0

        工作物減損損失累計額 -9     賞与等引当金 20,216

        船舶 4,443     預り金 2,982

        船舶減価償却累計額 -1,621     その他 5,474

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 1,997,600

        浮標等 277 【純資産の部】

        浮標等減価償却累計額 -193   固定資産等形成分 4,756,250

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -1,695,477

        航空機 1,856   他団体出資等分 14,937

        航空機減価償却累計額 -

        航空機減損損失累計額 -

        その他 21

        その他減価償却累計額 -9

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 22,191

      インフラ資産 2,930,353

        土地 491,353

        土地減損損失累計額 -

        建物 14,865

        建物減価償却累計額 -8,056

        建物減損損失累計額 -

        工作物 5,259,213

        工作物減価償却累計額 -3,074,927

        工作物減損損失累計額 -

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 247,905

      物品 117,223

      物品減価償却累計額 -81,916

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 5,332

      ソフトウェア 767

      その他 4,565

    投資その他の資産 967,797

      投資及び出資金 17,769

        有価証券 7,642

        出資金 10,127

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 20,840

      長期貸付金 32,304

      基金 897,148

        減債基金 75,746

        その他 821,402

      その他 2,106

      徴収不能引当金 -2,369

  流動資産 393,982

    現金預金 149,210

    未収金 163,408

    短期貸付金 875

    基金 76,046

      財政調整基金 16,617

      減債基金 59,429

    棚卸資産 3,345

    その他 1,401

    徴収不能引当金 -304

  繰延資産 - 純資産合計 3,075,711

資産合計 5,073,311 負債及び純資産合計 5,073,311

連結貸借対照表
（令和2年3月31日現在）

Ⅲ 連結財務書類



（単位：百万円）

    その他 889

純行政コスト 1,162,435

    その他 2,643

  臨時利益 1,830

    資産売却益 941

    資産除売却損 1,158

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 17

純経常行政コスト 1,138,133

  臨時損失 26,131

    災害復旧事業費 22,313

  経常収益 109,714

    使用料及び手数料 62,386

    その他 47,329

      社会保障給付 29,274

      他会計への繰出金 -

      その他 5,453

        その他 21,384

    移転費用 646,664

      補助金等 611,937

      その他の業務費用 30,758

        支払利息 8,648

        徴収不能引当金繰入額 727

        維持補修費 39,451

        減価償却費 130,273

        その他 2,760

        その他 7,231

      物件費等 279,652

        物件費 107,168

        職員給与費 245,097

        賞与等引当金繰入額 20,039

        退職手当引当金繰入額 18,407

  経常費用 1,247,848

    業務費用 601,184

      人件費 290,774

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

科目名 金額



（単位：百万円）

固定資産等形成分 余剰分(不足分) 他団体出資等分

前年度末純資産残高 3,031,645 4,814,456 -1,797,401 14,590

  純行政コスト（△） -1,162,435 -1,161,004 -1,431

  財源 1,201,704 1,199,926 1,778

    税収等 735,188 734,473 715

    国県等補助金 466,515 465,453 1,063

  本年度差額 39,269 38,922 347

  固定資産等の変動（内部変動） -64,526 64,526

    有形固定資産等の増加 144,015 -144,015

    有形固定資産等の減少 -174,993 174,993

    貸付金・基金等の増加 247,254 -247,254

    貸付金・基金等の減少 -280,801 280,801

  資産評価差額 -1,601 -1,601

  無償所管換等 8,236 8,236

  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 - - - -

  その他 -1,838 -315 -1,523

  本年度純資産変動額 44,066 -58,206 101,924 347

本年度末純資産残高 3,075,711 4,756,250 -1,695,477 14,937

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

科目名 合計
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