
（単位：百万円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 2,007,112 固定負債 1,838,917

有形固定資産 1,709,304 地方債等 1,602,757
事業用資産 337,349 長期未払金 21,096

土地 181,011 退職手当引当金 180,618
立木竹 9,586 損失補償等引当金 19,409
建物 368,113 その他 15,037
建物減価償却累計額 △ 239,002 流動負債 201,486 ※

工作物 28,793 1年内償還予定地方債等 131,154
工作物減価償却累計額 △ 17,619 未払金 7,038
船舶 - 未払費用 -
船舶減価償却累計額 - 前受金 7
浮標等 - 前受収益 -
浮標等減価償却累計額 - 賞与等引当金 15,737
航空機 2,464 預り金 1,945
航空機減価償却累計額 △ 2,464 その他 45,606
その他 - 2,040,402 ※

その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 6,467 固定資産等形成分 2,045,644

インフラ資産 1,328,833 余剰分（不足分） △ 1,998,073
土地 388,520
建物 30,557
建物減価償却累計額 △ 13,116
工作物 1,888,311
工作物減価償却累計額 △ 1,085,848
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 120,409

物品 82,437
物品減価償却累計額 △ 39,315

無形固定資産 59,076
ソフトウェア 1,151
その他 57,925

投資その他の資産 238,732
投資及び出資金 37,594 ※

有価証券 3,400
出資金 34,193
その他 -

投資損失引当金 △ 34
長期延滞債権 4,605
長期貸付金 60,691
基金 137,660 ※

減債基金 73,641
その他 64,020

その他 2
徴収不能引当金 △ 1,786

流動資産 80,861
現金預金 38,997
未収金 3,354
短期貸付金 4,353
基金 34,179

財政調整基金 20,167
減債基金 14,012

棚卸資産 80
その他 2
徴収不能引当金 △ 104

繰延資産 - 47,571
2,087,973 2,087,973

※ 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 865,357 ※

業務費用 439,149 ※

人件費 228,015
職員給与費 193,935
賞与等引当金繰入額 15,733
退職手当引当金繰入額 12,528
その他 5,819

物件費等 149,157 ※

物件費 62,214
維持補修費 29,809
減価償却費 57,133
その他 -

その他の業務費用 61,977
支払利息 12,467
徴収不能引当金繰入額 764
その他 48,746

移転費用 426,208
補助金等 412,683
社会保障給付 13,098
他会計への繰出金 △ 1
その他 428

経常収益 35,211 ※

使用料及び手数料 19,535
その他 15,677

純経常行政コスト 830,145 ※

臨時損失 13,331
災害復旧事業費 10,912
資産除売却損 1,741
投資損失引当金繰入額 -
損失補償等引当金繰入額 -
その他 678

臨時利益 2,967
資産売却益 537
その他 2,430

純行政コスト 840,509

※ 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



（単位：百万円）

前年度末純資産残高 97,691 1,982,038 △ 1,884,347

純行政コスト（△） △ 840,509 △ 840,509

財源 805,008 ※ 805,008 ※

税収等 656,906 656,906

国県等補助金 148,103 148,103

本年度差額 △ 35,501 △ 35,501

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 △ 336

無償所管換等 1,182

その他 △ 15,464

本年度純資産変動額 △ 50,120 ※ 63,606 ※ △ 113,726

本年度末純資産残高 47,571 2,045,644 △ 1,998,073

※ 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）



（単位：百万円）

【業務活動収支】
業務支出 811,708

業務費用支出 386,189
人件費支出 233,581
物件費等支出 91,211
支払利息支出 12,467
その他の支出 48,930

移転費用支出 425,519
補助金等支出 411,991
社会保障給付支出 13,098
他会計への繰出支出 0
その他の支出 430

業務収入 822,717
税収等収入 653,606
国県等補助金収入 134,055
使用料及び手数料収入 19,377
その他の収入 15,679

臨時支出 11,052
災害復旧事業費支出 10,912
その他の支出 140

臨時収入 7,864
業務活動収支 7,821
【投資活動収支】

投資活動支出 97,772
公共施設等整備費支出 50,934
基金積立金支出 23,640
投資及び出資金支出 0
貸付金支出 23,198
その他の支出 0

投資活動収入 49,008 ※

国県等補助金収入 6,347
基金取崩収入 15,125
貸付金元金回収収入 23,323
資産売却収入 756
その他の収入 3,458

投資活動収支 △ 48,764
【財務活動収支】

財務活動支出 167,343
地方債償還支出 167,089
その他の支出 254

財務活動収入 212,437
地方債発行収入 212,437
その他の収入 0

財務活動収支 45,094
4,151

32,929
37,080

前年度末歳計外現金残高 2,063
本年度歳計外現金増減額 △ 146
本年度末歳計外現金残高 1,917
本年度末現金預金残高 38,997

※ 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



（単位：百万円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 2,129,388 ※ 固定負債 1,889,892

有形固定資産 1,833,334 地方債等 1,646,748
事業用資産 455,330 長期未払金 32,351

土地 199,797 退職手当引当金 193,245
立木竹 78,937 損失補償等引当金 0
建物 422,158 その他 17,548
建物減価償却累計額 △ 264,718 流動負債 216,229 ※

建物減損損失累計額 △ 64 1年内償還予定地方債等 135,502
工作物 32,576 未払金 14,674
工作物減価償却累計額 △ 20,693 未払費用 181
工作物減損損失累計額 △ 2 前受金 113
船舶 - 前受収益 23
船舶減価償却累計額 - 賞与等引当金 17,637
浮標等 - 預り金 2,284
浮標等減価償却累計額 - その他 45,816
航空機 2,464 2,106,121
航空機減価償却累計額 △ 2,464 【純資産の部】
その他 3 固定資産等形成分 2,145,403
その他減価償却累計額 - 余剰分（不足分） △ 2,014,385
建設仮勘定 7,336 他団体出資等分 20,559

インフラ資産 1,328,833
土地 388,520
建物 30,557
建物減価償却累計額 △ 13,116
工作物 1,888,311
工作物減価償却累計額 △ 1,085,848
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 120,409

物品 135,305
物品減価償却累計額 △ 86,134

無形固定資産 59,714 ※

ソフトウェア 1,773
その他 57,940

投資その他の資産 236,340
投資及び出資金 18,805

有価証券 13,667
出資金 5,138
その他 -

長期延滞債権 4,681
長期貸付金 9,026
基金 204,533 ※

減債基金 73,641
その他 130,893

その他 1,303
徴収不能引当金 △ 2,009

流動資産 128,344 ※

現金預金 68,051
未収金 14,154
短期貸付金 1,860
基金 34,202

財政調整基金 20,190
減債基金 14,012

棚卸資産 9,082
その他 1,218
徴収不能引当金 △ 225

繰延資産 0 151,577
2,257,731 ※ 2,257,697 ※

※ 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 947,257
業務費用 526,344

人件費 259,619
職員給与費 210,670
賞与等引当金繰入額 16,870
退職手当引当金繰入額 24,739
その他 7,340

物件費等 187,153
物件費 91,181
維持補修費 30,389
減価償却費 61,740
その他 3,843

その他の業務費用 79,573 ※

支払利息 12,822
徴収不能引当金繰入額 788
その他 65,962

移転費用 420,913
補助金等 407,357
社会保障給付 13,098
他会計への繰出金 △ 1
その他 459

経常収益 116,254
使用料及び手数料 63,039
その他 53,215

純経常行政コスト 831,003
臨時損失 13,809

災害復旧事業費 10,914
資産除売却損 1,748
損失補償等引当金繰入額 -
その他 1,147

臨時利益 3,745
資産売却益 541
その他 3,204

純行政コスト 841,068 ※

※ 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 203,787 1,975,495 △ 1,792,343 20,635

純行政コスト（△） △ 841,068 △ 840,397 △ 671

財源 803,460 802,868 592

税収等 656,923 ※ 656,911 11

国県等補助金 146,537 ※ 145,957 581

本年度差額 △ 37,608 △ 37,529 △ 79

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 △ 342

無償所管換等 1,182

他団体出資等分の増加 3 3

他団体出資等分の減少 - -

その他 △ 15,446 △ 15,365 △ 81

本年度純資産変動額 △ 52,210 ※ 169,908 △ 222,042 ※ △ 76

本年度末純資産残高 151,577 2,145,403 △ 2,014,385 20,559

※ 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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