
（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 899,776   固定負債 700,174

    有形固定資産 784,141     地方債等 613,109

      事業用資産 225,367     長期未払金 173

        土地 62,080     退職手当引当金 74,984

        立木竹 7,337     損失補償等引当金 5,735

        建物 326,674     その他 6,173

        建物減価償却累計額 -175,082   流動負債 86,141

        工作物 9,011     １年内償還予定地方債等 67,405

        工作物減価償却累計額 -7,009     未払金 1,891

        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 6,896

        航空機 2,159     預り金 1,046

        航空機減価償却累計額 -2,159     その他 8,904

        その他 181 負債合計 786,315

        その他減価償却累計額 -1 【純資産の部】

        建設仮勘定 2,176   固定資産等形成分 917,665

      インフラ資産 547,398   余剰分（不足分） -762,483

        土地 27,623

        建物 5,281

        建物減価償却累計額 -3,688

        工作物 2,265,446

        工作物減価償却累計額 -1,784,603

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 37,340

      物品 37,228

      物品減価償却累計額 -25,852

    無形固定資産 3,027

      ソフトウェア 611

      その他 2,415

    投資その他の資産 112,608

      投資及び出資金 20,241

        有価証券 711

        出資金 19,530

        その他 -

      投資損失引当金 -983

      長期延滞債権 2,539

      長期貸付金 52,029

      基金 37,653

        減債基金 2,619

        その他 35,034

      その他 2,273

      徴収不能引当金 -1,144

  流動資産 41,721

    現金預金 16,515

    未収金 4,506

    短期貸付金 950

    基金 16,939

      財政調整基金 4,003

      減債基金 12,935

    棚卸資産 2,565

    その他 271

    徴収不能引当金 -25 純資産合計 155,182

資産合計 941,497 負債及び純資産合計 941,497

全体会計 貸借対照表
（令和2年3月31日現在）



（単位：百万円）

    その他 312

純行政コスト 346,594

    その他 810

  臨時利益 1,057

    資産売却益 745

    資産除売却損 863

    損失補償等引当金繰入額 297

    投資損失引当金繰入額 85

純経常行政コスト 334,804

  臨時損失 12,847

    災害復旧事業費 10,792

  経常収益 33,998

    使用料及び手数料 27,370

    その他 6,628

      補助金等 143,863

      社会保障給付 2,859

      その他 1,912

      他会計への繰出金 -

        徴収不能引当金繰入額 42

        その他 12,796

    移転費用 148,634

        その他 -

      その他の業務費用 17,961

        支払利息 5,123

        物件費 40,725

        維持補修費 17,644

        減価償却費 38,529

        退職手当引当金繰入額 7,563

        その他 7,048

      物件費等 96,898

全体会計 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

        職員給与費 83,882

        賞与等引当金繰入額

  経常費用 368,802

    業務費用 220,168

      人件費 105,309

6,816



（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 170,961 926,377 -755,416

  純行政コスト（△） -346,594 -346,594

  財源 330,833 330,833

    税収等 258,251 258,251

    国県等補助金 72,582 72,582

  本年度差額 -15,760 -15,760

  固定資産等の変動（内部変動） -8,693 8,693

    有形固定資産等の増加 32,607 -32,607

    有形固定資産等の減少 -40,024 40,024

    貸付金・基金等の増加 11,376 -11,376

    貸付金・基金等の減少 -12,652 12,652

  資産評価差額 -4 -4

  無償所管換等 -2 -2

  その他 -13 -13 0

  本年度純資産変動額 -15,780 -8,712 -7,067

本年度末純資産残高 155,182 917,665 -762,483

全体会計 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 16,515

財務活動収支 5,676

本年度資金収支額 -845

前年度末資金残高 16,322

本年度末資金残高 15,477

    地方債等償還支出 80,455

    その他の支出 14

  財務活動収入 86,144

    地方債等発行収入 85,831

    その他の収入 313

    資産売却収入 980

    その他の収入 2,294

投資活動収支 -3,574

【財務活動収支】

  財務活動支出 80,469

    その他の支出 3

  投資活動収入 38,464

    国県等補助金収入 25,154

    基金取崩収入 8,004

    貸付金元金回収収入 2,032

  投資活動支出 42,038

    公共施設等整備費支出 32,741

    基金積立金支出 3,869

    投資及び出資金支出 302

    貸付金支出 5,124

    災害復旧事業費支出 10,792

    その他の支出 498

  臨時収入 7,165

業務活動収支 -2,947

【投資活動収支】

    税収等収入 256,406

    国県等補助金収入 40,196

    使用料及び手数料収入 27,134

    その他の収入 6,712

  臨時支出 11,290

    移転費用支出 148,728

      補助金等支出 143,957

      社会保障給付支出 2,859

      その他の支出 1,912

  業務収入 330,448

      他会計への繰出支出 -

    業務費用支出 180,542

      人件費支出 104,972

      物件費等支出 58,527

      支払利息支出 5,123

      その他の支出 11,919

全体会計 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 329,270


