
（単位：百万円）

金額
【資産の部】 【負債の部】

固定資産 16,820,449 固定負債 3,329,694
有形固定資産 15,042,786 地方債等 2,915,013

事業用資産 5,133,794 長期未払金 77,678
土地 3,950,742 退職手当引当金 233,243
土地減損損失累計額 -                           損失補償等引当金 27,323
立木竹 -                           その他 76,438
建物 2,522,864 流動負債 566,853
建物減価償却累計額 △ 1,414,496 1年内償還予定地方債等 448,152
建物減損損失累計額 -                           未払金 54,070
工作物 49,913 未払費用 -                            
工作物減価償却累計額 △ 36,329 前受金 991
船舶 2,880 前受収益 -                            
船舶減価償却累計額 △ 2,880 賞与等引当金 23,086
浮標等 626 預り金 35,476
浮標等減価償却累計額 △ 624 その他 5,079
航空機 1,973 3,896,547
航空機減価償却累計額 △ 1,973 【純資産の部】
その他 -                           固定資産等形成分 17,163,056
その他減価償却累計額 -                           余剰分（不足分） △ 3,401,733
建設仮勘定 61,097

インフラ資産 9,668,213
土地 7,512,261
建物 201,558
建物減価償却累計額 △ 120,511
工作物 3,953,968
工作物減価償却累計額 △ 2,137,789
その他 -                           
その他減価償却累計額 -                           
建設仮勘定 258,726

物品 764,154
物品減価償却累計額 △ 523,374
物品減損損失累計額 -                           

無形固定資産 34,201
ソフトウェア 11,023
その他 23,178

投資その他の資産 1,743,462
投資及び出資金 993,670

有価証券 728,694
出資金 264,976
その他 -                           

投資損失引当金 △ 40,169
長期延滞債権 27,122
長期貸付金 139,724
基金 664,249

減債基金 550,554
その他 113,695

その他 16,442
徴収不能引当金 △ 57,576

流動資産 837,421
現金預金 207,442
未収金 22,590
短期貸付金 4,603
基金 338,004

財政調整基金 161,606
減債基金 176,398

棚卸資産 257,450
その他 8,522
徴収不能引当金 △ 1,190

13,761,323

17,657,870 17,657,870

※百万円未満を四捨五入しているため、表中の内訳と合計が一致しない場合があります

※「－」は金額が存在しないもの、「0」は四捨五入の結果百万円未満のものを表しています

純資産合計

資産合計 負債及び純資産合計

全体

貸借対照表
（令和2年3月31日現在）

科目 科目

負債合計



（単位：百万円）

経常費用 2,039,800

業務費用 772,534

人件費 320,728

職員給与費 282,824

賞与等引当金繰入額 22,322

退職手当引当金繰入額 4,247

その他 11,335

物件費等 411,644

物件費 185,448

維持補修費 61,770

減価償却費 161,565

その他 2,861

その他の業務費用 40,162

支払利息 33,910

徴収不能引当金繰入額 3,621

その他 2,632

移転費用 1,267,266

補助金等 696,065

社会保障給付 567,890

他会計への繰出金 -                           

その他 3,311

経常収益 283,904

使用料及び手数料 177,981

その他 105,923

純経常行政コスト 1,755,896

臨時損失 34,398

災害復旧事業費 1,000

資産除売却損 22,297

投資損失引当金繰入額 -                           

損失補償等引当金繰入額 △ 2,470

その他 13,571

臨時利益 12,560

資産売却益 6,285

その他 6,275

純行政コスト 1,777,733
※百万円未満を四捨五入しているため、表中の内訳と合計が一致しない場合があります

※「－」は金額が存在しないもの、「0」は四捨五入の結果百万円未満のものを表しています

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



(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 13,692,303 17,315,864 △ 3,623,560

純行政コスト（△） △ 1,777,733 △ 1,777,733

財源 1,941,737 1,941,737

税収等 1,123,308 1,123,308

国県等補助金 818,429 818,429

本年度差額 164,003 164,003

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 △ 29,261

無償所管換等 △ 65,687

その他 △ 36

本年度純資産変動額 69,020 △ 152,808 221,828

本年度末純資産残高 13,761,323 17,163,056 △ 3,401,733

※百万円未満を四捨五入しているため、表中の内訳と合計が一致しない場合があります

※「－」は金額が存在しないもの、「0」は四捨五入の結果百万円未満のものを表しています

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



（単位：百万円）

【業務活動収支】

業務支出 1,908,519
業務費用支出 619,072

人件費支出 331,603
物件費等支出 250,260
支払利息支出 34,178
その他の支出 3,030

移転費用支出 1,289,446
補助金等支出 694,997
社会保障給付支出 567,890
他会計への繰出支出 -                             
その他の支出 26,559

業務収入 2,164,857
税収等収入 1,115,710
国県等補助金収入 763,296
使用料及び手数料収入 179,706
その他の収入 106,145

臨時支出 1,628
災害復旧事業費支出 807
その他の支出 821

臨時収入 26
業務活動収支 254,736
【投資活動収支】

投資活動支出 368,501
公共施設等整備費支出 123,232
基金積立金支出 234,681
投資及び出資金支出 1,033
貸付金支出 9,462
その他の支出 94

投資活動収入 313,775
国県等補助金収入 55,702
基金取崩収入 238,343
貸付金元金回収収入 7,031
資産売却収入 10,750
その他の収入 1,949

投資活動収支 △ 54,726
【財務活動収支】

財務活動支出 450,952
地方債等償還支出 445,149
その他の支出 5,802

財務活動収入 249,497
地方債等発行収入 248,732
その他の収入 764

財務活動収支 △ 201,455
△ 1,445
157,519
156,074

前年度末歳計外現金残高 49,950
本年度歳計外現金増減額 1,418
本年度末歳計外現金残高 51,368
本年度末現金預金残高 207,442
※百万円未満を四捨五入しているため、表中の内訳と合計が一致しない場合があります

※「－」は金額が存在しないもの、「0」は四捨五入の結果百万円未満のものを表しています

本年度資金収支額
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


