
（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 846,963   固定負債 645,780

    有形固定資産 721,709     地方債 569,646

      事業用資産 191,981     長期未払金 173

        土地 61,145     退職手当引当金 70,226

        立木竹 7,337     損失補償等引当金 5,735

        建物 283,662     その他 -

        建物減価償却累計額 -163,127   流動負債 79,738

        工作物 8,016     １年内償還予定地方債 63,989

        工作物減価償却累計額 -6,715     未払金 51

        船舶 3,100     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -3,100     前受金 -

        浮標等 46     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -46     賞与等引当金 6,307

        航空機 2,159     預り金 1,038

        航空機減価償却累計額 -2,159     その他 8,353

        その他 0 負債合計 725,518

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 1,664   固定資産等形成分 867,540

      インフラ資産 524,401   余剰分（不足分） -719,293

        土地 25,184

        建物 4,718

        建物減価償却累計額 -3,389

        工作物 2,227,794

        工作物減価償却累計額 -1,763,447

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 33,541

      物品 21,349

      物品減価償却累計額 -16,023

    無形固定資産 613

      ソフトウェア 611

      その他 1

    投資その他の資産 124,641

      投資及び出資金 40,584

        有価証券 711

        出資金 39,873

        その他 -

      投資損失引当金 -10,617

      長期延滞債権 2,435

      長期貸付金 56,744

      基金 36,536

        減債基金 2,619

        その他 33,917

      その他 -

      徴収不能引当金 -1,040

  流動資産 26,802

    現金預金 5,996

    未収金 242

    短期貸付金 3,639

    基金 16,939

      財政調整基金 4,003

      減債基金 12,935

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -13 純資産合計 148,247

資産合計 873,765 負債及び純資産合計 873,765

一般会計等 貸借対照表
（令和2年3月31日現在）



（単位：百万円）

    その他 282

純行政コスト 296,688

    その他 312

  臨時利益 1,027

    資産売却益 745

    資産除売却損 863

    投資損失引当金繰入額 1,377

    損失補償等引当金繰入額 297

純経常行政コスト 284,074

  臨時損失 13,640

    災害復旧事業費 10,792

  経常収益 9,883

    使用料及び手数料 4,113

    その他 5,770

      社会保障給付 2,859

      他会計への繰出金 3,219

      その他 1,891

        その他 11,019

    移転費用 102,489

      補助金等 94,521

      その他の業務費用 15,783

        支払利息 4,722

        徴収不能引当金繰入額 42

        維持補修費 17,317

        減価償却費 34,877

        その他 -

        その他 4,006

      物件費等 83,117

        物件費 30,923

        職員給与費 75,426

        賞与等引当金繰入額 6,307

        退職手当引当金繰入額 6,830

  経常費用 293,957

    業務費用 191,468

      人件費 92,569

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



（単位：百万円）

科目名 合計 固定資産等形成分 余剰分(不足分)

前年度末純資産残高 165,220 879,040 -713,820

  純行政コスト（△） -296,688 -296,688

  財源 279,735 279,735

    税収等 222,655 222,655

    国県等補助金 57,080 57,080

  本年度差額 -16,952 -16,952

  固定資産等の変動（内部変動） -11,480 11,480

    有形固定資産等の増加 26,852 -26,852

    有形固定資産等の減少 -35,973 35,973

    貸付金・基金等の増加 9,891 -9,891

    貸付金・基金等の減少 -12,251 12,251

  資産評価差額 -4 -4

  無償所管換等 -2 -2

  その他 -13 -13 -

  本年度純資産変動額 -16,972 -11,500 -5,472

本年度末純資産残高 148,247 867,540 -719,293

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



（単位：百万円）

前年度末歳計外現金残高 901

本年度歳計外現金増減額 137

本年度末歳計外現金残高 1,038

本年度末現金預金残高 5,996

    その他の収入 -

財務活動収支 2,861

本年度資金収支額 -2,620

前年度末資金残高 7,578

本年度末資金残高 4,958

  財務活動支出 78,038

    地方債償還支出 78,038

    その他の支出 -

  財務活動収入 80,899

    地方債発行収入 80,899

    貸付金元金回収収入 2,189

    資産売却収入 978

    その他の収入 608

投資活動収支 373

【財務活動収支】

    貸付金支出 5,124

    その他の支出 -

  投資活動収入 36,798

    国県等補助金収入 25,039

    基金取崩収入 7,984

【投資活動収支】

  投資活動支出 36,425

    公共施設等整備費支出 26,852

    基金積立金支出 3,833

    投資及び出資金支出 615

  臨時支出 10,792

    災害復旧事業費支出 10,792

    その他の支出 -

  臨時収入 7,135

業務活動収支 -5,854

  業務収入 256,923

    税収等収入 222,047

    国県等補助金収入 24,906

    使用料及び手数料収入 4,115

    その他の収入 5,855

    移転費用支出 102,583

      補助金等支出 94,615

      社会保障給付支出 2,859

      他会計への繰出支出 3,219

      その他の支出 1,891

    業務費用支出 156,538

      人件費支出 92,587

      物件費等支出 48,333

      支払利息支出 4,722

      その他の支出 10,896

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 259,121


