
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）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 9,730,244 固定負債 2,769,685

有形固定資産 8,866,017 地方債 2,443,031
事業用資産 2,633,911 長期未払金 81,182

土地 1,634,318 退職手当引当金 204,782
立木竹 - 損失補償等引当金 38,259
建物 2,044,349 その他 2,431
建物減価償却累計額 △ 1,218,100 流動負債 274,800
工作物 222,621 1年内償還予定地方債 228,063
工作物減価償却累計額 △ 145,567 未払金 14,805
船舶 2,715 未払費用 -
船舶減価償却累計額 △ 2,715 前受金 -
浮標等 2,056 前受収益 -
浮標等減価償却累計額 △ 1,857 賞与等引当金 27,711
航空機 3,559 預り金 4,220
航空機減価償却累計額 △ 3,559 その他 -
その他 4,001 3,044,486
その他減価償却累計額 △ 200 【純資産の部】
建設仮勘定 92,289 固定資産等形成分 9,827,518

インフラ資産 6,218,788 余剰分（不足分） △ 3,002,944
土地 5,029,820
建物 169,972
建物減価償却累計額 △ 77,812
工作物 1,883,940
工作物減価償却累計額 △ 950,577
その他 687
その他減価償却累計額 △ 290
建設仮勘定 163,049

物品 43,250
物品減価償却累計額 △ 29,933

無形固定資産 14,769
ソフトウェア 2,058
その他 12,711

投資その他の資産 849,458
投資及び出資金 696,628

有価証券 -
出資金 199,592
その他 497,037

投資損失引当金 △ 160,835
長期延滞債権 10,796
長期貸付金 109,498
基金 193,956

減債基金 54,852
その他 139,104

その他 416
徴収不能引当金 △ 1,001

流動資産 138,815
現金預金 36,263
未収金 5,594
短期貸付金 2,366
基金 94,907

財政調整基金 7,965
減債基金 86,943

棚卸資産 -
その他 -
徴収不能引当金 △ 315 6,824,573

9,869,059 9,869,059

負債合計

純資産合計
資産合計 負債及び純資産合計

科目 金額 科目 金額



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

（単位：百万円）

【業務活動収支】
業務支出 1,376,396

業務費用支出 601,084
人件費支出 359,350
物件費等支出 209,291
支払利息支出 27,195
その他の支出 5,248

移転費用支出 775,312
補助金等支出 185,674
社会保障給付支出 476,383
他会計への繰出支出 112,817
その他の支出 439

業務収入 1,456,445
税収等収入 1,008,921
国県等補助金収入 370,488
使用料及び手数料収入 48,431
その他の収入 28,604

臨時支出 -
災害復旧事業費支出 -
その他の支出 -

臨時収入 -
業務活動収支 80,048
【投資活動収支】

投資活動支出 297,897
公共施設等整備費支出 165,374
基金積立金支出 85,585
投資及び出資金支出 8,496
貸付金支出 2,581
その他の支出 35,860

投資活動収入 198,320
国県等補助金収入 26,934
基金取崩収入 89,064
貸付金元金回収収入 13,253
資産売却収入 33,210
その他の収入 35,860

投資活動収支 △ 99,577
【財務活動収支】

財務活動支出 265,284
地方債償還支出 263,897
その他の支出 1,387

財務活動収入 295,496
地方債発行収入 295,496
その他の収入 -

財務活動収支 30,212
10,684
21,359
32,043

前年度末歳計外現金残高 3,687
本年度歳計外現金増減額 533
本年度末歳計外現金残高 4,220
本年度末現金預金残高 36,263

前年度末資金残高
本年度末資金残高

科目 金額

本年度資金収支額



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

（単位：百万円）

経常費用 1,462,992
業務費用 687,680

人件費 357,275
職員給与費 289,692
賞与等引当金繰入額 27,711
退職手当引当金繰入額 21,323
その他 18,548

物件費等 297,809
物件費 197,134
維持補修費 12,157
減価償却費 88,518
その他 -

その他の業務費用 32,596
支払利息 27,195
徴収不能引当金繰入額 152
その他 5,249

移転費用 775,312
補助金等 185,674
社会保障給付 476,383
他会計への繰出金 112,817
その他 439

経常収益 77,084
使用料及び手数料 48,411
その他 28,673

純経常行政コスト 1,385,908
臨時損失 25,145

災害復旧事業費 -
資産除売却損 2,368
投資損失引当金繰入額 2,854
損失補償等引当金繰入額 -
その他 19,924

臨時利益 22,731
資産売却益 10,595
その他 12,135

純行政コスト 1,388,322

科目 金額



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）

前年度末純資産残高 6,801,835 9,744,572 △ 2,942,737

純行政コスト（△） △ 1,388,322 △ 1,388,322

財源 1,407,365 1,407,365

税収等 1,009,943 1,009,943

国県等補助金 397,422 397,422

本年度差額 19,042 19,042

固定資産等の変動（内部変動） 79,250 △ 79,250

有形固定資産等の増加 516,118 △ 516,118

有形固定資産等の減少 △ 422,838 422,838

貸付金・基金等の増加 219,109 △ 219,109

貸付金・基金等の減少 △ 233,139 233,139

資産評価差額 △ 22 △ 22

無償所管換等 3,717 3,717

その他 - - -

本年度純資産変動額 22,738 82,946 △ 60,208

本年度末純資産残高 6,824,573 9,827,518 △ 3,002,944

科目 合計 固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）



全会計貸借対照表
（令和２年３月３１日現在）

（単位：百万円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 13,063,121 固定負債 5,272,990

有形固定資産 12,386,865 地方債等 3,770,729
事業用資産 3,583,330 長期未払金 81,182

土地 1,747,963 退職手当引当金 252,285
土地減損損失累計額 △ 402 損失補償等引当金 38,259
立木竹 - その他 1,130,534
建物 2,337,432 流動負債 504,262
建物減価償却累計額 △ 1,390,017 1年内償還予定地方債等 372,141
工作物 970,889 未払金 78,274
工作物減価償却累計額 △ 447,711 未払費用 6,680
船舶 2,715 前受金 54
船舶減価償却累計額 △ 2,715 前受収益 2,621
浮標等 2,056 賞与等引当金 32,644
浮標等減価償却累計額 △ 1,857 預り金 10,557
航空機 3,559 その他 1,290
航空機減価償却累計額 △ 3,559 5,777,251
その他 4,001 【純資産の部】
その他減価償却累計額 △ 200 固定資産等形成分 13,161,762
建設仮勘定 361,174 余剰分（不足分） △ 5,409,688

インフラ資産 8,552,037
土地 5,170,001
建物 402,514
建物減価償却累計額 △ 230,121
建物減損損失累計額 △ 70
工作物 5,972,249
工作物減価償却累計額 △ 2,991,083
工作物減損損失累計額 △ 47
その他 687
その他減価償却累計額 △ 290
建設仮勘定 228,197

物品 819,844
物品減価償却累計額 △ 567,984
物品減損損失累計額 △ 363

無形固定資産 36,288
ソフトウェア 2,483
その他 33,805

投資その他の資産 639,968
投資及び出資金 274,775

有価証券 1
出資金 274,775
その他 -

投資損失引当金 △ 3,418
長期延滞債権 14,563
長期貸付金 134,960
基金 217,272

減債基金 54,852
その他 162,420

その他 4,511
徴収不能引当金 △ 2,696

流動資産 466,204
現金預金 245,268
未収金 74,121
短期貸付金 3,733
基金 94,907

財政調整基金 7,965
減債基金 86,943

棚卸資産 36,838
その他 11,902
徴収不能引当金 △ 565 7,752,074

13,529,325 13,529,325

負債合計

純資産合計
資産合計 負債及び純資産合計

科目 金額 科目 金額



全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

（単位：百万円）

【業務活動収支】
業務支出 2,072,754

業務費用支出 811,005
人件費支出 413,296
物件費等支出 330,823
支払利息支出 45,430
その他の支出 21,457

移転費用支出 1,261,749
補助金等支出 784,297
社会保障給付支出 476,893
他会計への繰出支出 -
その他の支出 559

業務収入 2,286,109
税収等収入 1,259,324
国県等補助金収入 689,952
使用料及び手数料収入 269,757
その他の収入 67,076

臨時支出 -
災害復旧事業費支出 -
その他の支出 -

臨時収入 -
業務活動収支 213,355
【投資活動収支】

投資活動支出 400,924
公共施設等整備費支出 261,875
基金積立金支出 91,146
投資及び出資金支出 3,864
貸付金支出 5,960
その他の支出 38,079

投資活動収入 219,360
国県等補助金収入 40,812
基金取崩収入 92,317
貸付金元金回収収入 14,594
資産売却収入 33,214
その他の収入 38,424

投資活動収支 △ 181,564
【財務活動収支】

財務活動支出 428,355
地方債等償還支出 426,125
その他の支出 2,230

財務活動収入 441,064
地方債等発行収入 441,064
その他の収入 -

財務活動収支 12,709
44,500

196,548
241,047

前年度末歳計外現金残高 3,687
本年度歳計外現金増減額 533
本年度末歳計外現金残高 4,220
本年度末現金預金残高 245,268

前年度末資金残高
本年度末資金残高

科目 金額

本年度資金収支額



全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

（単位：百万円）

経常費用 2,268,642
業務費用 1,006,893

人件費 414,311
職員給与費 342,457
賞与等引当金繰入額 31,375
退職手当引当金繰入額 23,281
その他 17,199

物件費等 530,623
物件費 279,439
維持補修費 28,258
減価償却費 208,544
その他 14,383

その他の業務費用 61,958
支払利息 45,615
徴収不能引当金繰入額 208
その他 16,135

移転費用 1,261,749
補助金等 784,297
社会保障給付 476,893
他会計への繰出金 -
その他 559

経常収益 305,891
使用料及び手数料 268,385
その他 37,506

純経常行政コスト 1,962,751
臨時損失 24,526

災害復旧事業費 -
資産除売却損 4,120
投資損失引当金繰入額 18
損失補償等引当金繰入額 -
その他 20,388

臨時利益 22,728
資産売却益 10,628
その他 12,100

純行政コスト 1,964,549

科目 金額



全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）

前年度末純資産残高 7,686,368 13,075,870 △ 5,389,502

純行政コスト（△） △ 1,964,549 △ 1,964,549

財源 2,014,413 2,014,413

税収等 1,276,294 1,276,294

国県等補助金 738,118 738,118

本年度差額 49,864 49,864

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 △ 22

無償所管換等 13,893

その他 1,971

本年度純資産変動額 65,706 85,892 △ 20,186

本年度末純資産残高 7,752,074 13,161,762 △ 5,409,688

科目 合計 固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）



連結貸借対照表
（令和２年３月３１日現在）

（単位：百万円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 13,822,464 固定負債 5,573,289

有形固定資産 12,801,654 地方債等 3,940,019
事業用資産 3,868,149 長期未払金 124,233

土地 1,808,762 退職手当引当金 273,148
土地減損損失累計額 △ 467 損失補償等引当金 -
立木竹 - その他 1,235,889
建物 2,566,039 流動負債 931,075
建物減価償却累計額 △ 1,521,775 1年内償還予定地方債等 405,140
建物減損損失累計額 △ 83 未払金 105,078
工作物 1,161,043 未払費用 8,322
工作物減価償却累計額 △ 518,489 前受金 5,482
船舶 2,989 前受収益 2,847
船舶減価償却累計額 △ 2,920 賞与等引当金 34,251
浮標等 2,056 預り金 13,912
浮標等減価償却累計額 △ 1,857 その他 356,043
航空機 3,559 6,504,364
航空機減価償却累計額 △ 3,559 【純資産の部】
その他 5,302 固定資産等形成分 13,926,543
その他減価償却累計額 △ 1,140 余剰分（不足分） △ 5,912,048
建設仮勘定 368,689

インフラ資産 8,645,749
土地 5,183,363
建物 420,080
建物減価償却累計額 △ 240,317
建物減損損失累計額 △ 70
工作物 6,145,510
工作物減価償却累計額 △ 3,093,368
工作物減損損失累計額 △ 47
その他 698
その他減価償却累計額 △ 301
建設仮勘定 230,200

物品 956,427
物品減価償却累計額 △ 668,171
物品減損損失累計額 △ 501

無形固定資産 214,344
ソフトウェア 4,695
その他 209,649

投資その他の資産 806,467
投資及び出資金 103,945

有価証券 13,856
出資金 89,612
その他 477

長期延滞債権 14,787
長期貸付金 48,810
基金 296,991

減債基金 54,852
その他 242,138

その他 349,664
徴収不能引当金 △ 7,730

流動資産 696,223
現金預金 330,804
未収金 86,965
短期貸付金 8,736
基金 95,342

財政調整基金 8,399
減債基金 86,943

棚卸資産 39,488
その他 135,572
徴収不能引当金 △ 684

繰延資産 172 8,014,495
14,518,859 14,518,859

負債合計

純資産合計
資産合計 負債及び純資産合計

科目 金額 科目 金額



連結資金収支計算書
自　平成３１年４月１日
至　令和２年３月３１日

（単位：百万円）

【業務活動収支】
業務支出

業務費用支出
人件費支出
物件費等支出
支払利息支出
その他の支出

移転費用支出
補助金等支出
社会保障給付支出
他会計への繰出支出
その他の支出

業務収入
税収等収入
国県等補助金収入
使用料及び手数料収入
その他の収入

臨時支出
災害復旧事業費支出
その他の支出

臨時収入
業務活動収支
【投資活動収支】

投資活動支出
公共施設等整備費支出
基金積立金支出
投資及び出資金支出
貸付金支出
その他の支出

投資活動収入
国県等補助金収入
基金取崩収入
貸付金元金回収収入
資産売却収入
その他の収入

投資活動収支
【財務活動収支】

財務活動支出
地方債等償還支出
その他の支出

財務活動収入
地方債等発行収入
その他の収入

財務活動収支
50,536

276,048
326,584

前年度末歳計外現金残高 3,687
本年度歳計外現金増減額 533
本年度末歳計外現金残高 4,220
本年度末現金預金残高 330,804

前年度末資金残高
本年度末資金残高

科目 金額

本年度資金収支額



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

（単位：百万円）

経常費用 2,712,440
業務費用 1,186,609

人件費 472,651
職員給与費 388,754
賞与等引当金繰入額 38,481
退職手当引当金繰入額 26,893
その他 18,524

物件費等 635,292
物件費 312,035
維持補修費 30,657
減価償却費 231,253
その他 61,347

その他の業務費用 78,666
支払利息 48,804
徴収不能引当金繰入額 3,323
その他 26,538

移転費用 1,525,831
補助金等 1,044,216
社会保障給付 476,893
他会計への繰出金 -
その他 4,721

経常収益 466,897
使用料及び手数料 338,954
その他 127,943

純経常行政コスト 2,245,543
臨時損失 28,447

災害復旧事業費 -
資産除売却損 4,962
損失補償等引当金繰入額 -
その他 23,484

臨時利益 13,641
資産売却益 10,891
その他 2,750

純行政コスト 2,260,349

科目 金額



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

（単位：百万円）

前年度末純資産残高 7,960,281 13,829,059 △ 5,868,777

純行政コスト（△） △ 2,260,349 △ 2,260,349

財源 2,303,622 2,303,622

税収等 1,369,122 1,369,122

国県等補助金 934,499 934,499

本年度差額 43,273 43,273

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 △ 113

無償所管換等 13,890

他団体出資等分の増加 -

他団体出資等分の減少 -

比例連結割合変更に伴う差額 2,010

その他 △ 4,847

本年度純資産変動額 54,213 97,484 △ 43,271

本年度末純資産残高 8,014,495 13,926,543 △ 5,912,048

科目 合計 固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）
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