
（単位：百万円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 1,791,675 固定負債 984,003 ※

有形固定資産 1,636,589 ※ 地方債 866,614
事業用資産 459,926 ※ 長期未払金 1,676

土地 155,980 退職手当引当金 101,170
立木竹 137,951 損失補償等引当金 14,056
建物 346,340 その他 486
建物減価償却累計額 △ 192,596 流動負債 136,042
工作物 21,541 1年内償還予定地方債 125,569
工作物減価償却累計額 △ 13,225 未払金 239
船舶 － 未払費用 547
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 8,706
航空機 2,394 預り金 981
航空機減価償却累計額 － その他 0
その他 － 1,120,045
その他減価償却累計額 － 【純資産の部】
建設仮勘定 1,542 固定資産等形成分 1,819,757

インフラ資産 1,164,599 ※ 余剰分（不足分） △ 1,087,880
土地 113,273
建物 26,381
建物減価償却累計額 △ 14,689
工作物 1,933,909
工作物減価償却累計額 △ 915,276
その他 －
その他減価償却累計額 －
建設仮勘定 21,000

物品 17,766
物品減価償却累計額 △ 5,701

無形固定資産 1,394 ※

ソフトウェア 1,391
その他 2

投資その他の資産 153,693
投資及び出資金 17,409

有価証券 241
出資金 17,168
その他 0

投資損失引当金 △ 128
長期延滞債権 2,679
長期貸付金 36,165
基金 77,813

減債基金 30,334
その他 47,479

その他 20,108
徴収不能引当金 △ 353

流動資産 60,246 ※

現金預金 17,970
未収金 4,167
短期貸付金 4,065
基金 31,061

財政調整基金 17,220
減債基金 13,841

棚卸資産 －
その他 3,020
徴収不能引当金 △ 38 731,877

1,851,922 ※ 1,851,922

※ 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。

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 364,586
業務費用 214,536

人件費 114,363
職員給与費 94,316
賞与等引当金繰入額 8,706
退職手当引当金繰入額 8,086
その他 3,255

物件費等 81,125 ※

物件費 21,179
維持補修費 13,840
減価償却費 45,324
その他 781

その他の業務費用 19,048
支払利息 4,980
徴収不能引当金繰入額 223
その他 13,845

移転費用 150,050 ※

補助金等 123,506
社会保障給付 18,941
他会計への繰出金 6,699
その他 905

経常収益 23,878
使用料及び手数料 9,423
その他 14,455

純経常行政コスト △ 340,708
臨時損失 4,752

災害復旧事業費 4,191
資産除売却損 449
投資損失引当金繰入額 －
損失補償等引当金繰入額 －
その他 112

臨時利益 720
資産売却益 129
その他 591

純行政コスト △ 344,740

※ 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



（単位：百万円）

前年度末純資産残高 741,565 1,826,135 △ 1,084,570

純行政コスト（△） △ 344,740 △ 344,740

財源 334,056 ※ 334,056 ※

税収等 272,076 272,076

国県等補助金 61,979 61,979

本年度差額 △ 10,684 △ 10,684

固定資産等の変動（内部変動） △ 7,374 7,374

有形固定資産等の増加 41,357 △ 41,357

有形固定資産等の減少 △ 46,375 46,375

貸付金・基金等の増加 17,008 △ 17,008

貸付金・基金等の減少 △ 19,364 19,364

資産評価差額 △ 9 △ 9

無償所管換等 1,005 1,005

その他 - - -

本年度純資産変動額 △ 9,688 △ 6,378 △ 3,310

本年度末純資産残高 731,877 1,819,757 △ 1,087,880

※ 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）



（単位：百万円）

【業務活動収支】
業務支出 314,864

業務費用支出 172,686
人件費支出 116,342
物件費等支出 38,615
支払利息支出 5,189
その他の支出 12,540

移転費用支出 142,178
補助金等支出 115,607
社会保障給付支出 18,967
他会計への繰出支出 6,699
その他の支出 905

業務収入 340,017 ※

税収等収入 271,854
国県等補助金収入 48,634
使用料及び手数料収入 9,393
その他の収入 10,135

臨時支出 648
災害復旧事業費支出 648
その他の支出 －

臨時収入 2,639
業務活動収支 27,144
【投資活動収支】

投資活動支出 83,019 ※

公共施設等整備費支出 45,103
基金積立金支出 8,988
投資及び出資金支出 0
貸付金支出 29,052
その他の支出 △ 123

投資活動収入 57,586 ※

国県等補助金収入 10,584
基金取崩収入 14,268
貸付金元金回収収入 30,239
資産売却収入 734
その他の収入 1,760

投資活動収支 △ 25,434 ※

【財務活動収支】
財務活動支出 143,986

地方債償還支出 143,983
その他の支出 3

財務活動収入 142,973
地方債発行収入 142,973
その他の収入 －

財務活動収支 △ 1,013
697

16,293
16,990

前年度末歳計外現金残高 1,669
本年度歳計外現金増減額 △ 689
本年度末歳計外現金残高 980
本年度末現金預金残高 17,970

※ 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



（単位：百万円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 1,862,008 固定負債 1,027,104

有形固定資産 1,698,710 地方債等 870,752
事業用資産 500,029 ※ 長期未払金 1,676

土地 169,599 退職手当引当金 109,176
立木竹 137,951 損失補償等引当金 14,056
建物 390,476 その他 31,444
建物減価償却累計額 △ 213,709 流動負債 151,210 ※

建物減損損失累計額 △ 185 1年内償還予定地方債等 134,112
工作物 31,104 未払金 4,543
工作物減価償却累計額 △ 19,165 未払費用 620
船舶 - 前受金 82
船舶減価償却累計額 - 前受収益 1
浮標等 - 賞与等引当金 9,635
浮標等減価償却累計額 - 預り金 1,548
航空機 2,394 その他 670
航空機減価償却累計額 - 1,178,314
その他 - 【純資産の部】
その他減価償却累計額 - 固定資産等形成分 1,895,453
建設仮勘定 1,563 余剰分（不足分） △ 1,111,076

インフラ資産 1,174,329 ※ 他団体出資等分 2,892
土地 113,867
建物 28,773
建物減価償却累計額 △ 16,259
工作物 1,956,839
工作物減価償却累計額 △ 930,381
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 21,489

物品 52,846
物品減価償却累計額 △ 28,494

無形固定資産 2,026
ソフトウェア 1,563
その他 463

投資その他の資産 161,272
投資及び出資金 32,403

有価証券 2,388
出資金 4,872
その他 25,143

長期延滞債権 4,141
長期貸付金 27,899
基金 97,864

減債基金 30,334
その他 67,530

その他 898
徴収不能引当金 △ 1,934

流動資産 103,576 ※

現金預金 53,526
未収金 10,083
短期貸付金 2,384
基金 31,061

財政調整基金 17,220
減債基金 13,841

棚卸資産 390
その他 6,319
徴収不能引当金 △ 186

繰延資産 - 787,269
1,965,583 ※ 1,965,583

※ 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 477,559
業務費用 255,622

人件費 130,697 ※

職員給与費 108,272
賞与等引当金繰入額 9,462
退職手当引当金繰入額 8,958
その他 4,004

物件費等 102,950 ※

物件費 36,592
維持補修費 14,755
減価償却費 48,701
その他 2,903

その他の業務費用 21,975
支払利息 4,970
徴収不能引当金繰入額 238
その他 16,767

移転費用 221,937
補助金等 195,513
社会保障給付 18,664
他会計への繰出金 6,699
その他 1,062

経常収益 60,718 ※

使用料及び手数料 14,160
その他 46,557

純経常行政コスト △ 416,841
臨時損失 5,722

災害復旧事業費 4,191
資産除売却損 767
損失補償等引当金繰入額 －
その他 764

臨時利益 2,971
資産売却益 129
その他 2,842

純行政コスト △ 419,592

※ 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 792,484 1,907,585 -1,118,009 2,908

純行政コスト（△） △ 419,592 △ 419,341 △ 251

財源 407,844 ※ 407,610 235

税収等 322,158 ※ 322,154 5

国県等補助金 85,686 85,456 230

本年度差額 △ 11,748 △ 11,732 △ 16

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 △ 11 -

無償所管換等 1,008 -

他団体出資等分の増加 － -

他団体出資等分の減少 － -

その他 5,536 - -

本年度純資産変動額 △ 5,215 △ 12,132 6,933 △ 16

本年度末純資産残高 787,269 1,895,453 △ 1,111,076 2,892

※ 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
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