
（単位：百万円）

【資産の部】 【負債の部】

固定資産 1,594,807 固定負債 1,275,804

有形固定資産 1,466,929 地方債等 1,101,751

事業用資産 384,345 長期未払金 32,108

土地 202,707 退職手当引当金 126,058

土地減損損失累計額 - 損失補償等引当金 2,384

立木竹 16,929 その他 13,503

立木竹減損損失累計額 - 流動負債 105,019

建物 397,412 1年内償還予定地方債等 74,918

建物減価償却累計額 △ 242,271 未払金 10,440

建物減損損失累計額 - 未払費用 1,969

工作物 20,191 前受金 45

工作物減価償却累計額 △ 17,100 前受収益 -

工作物減損損失累計額 - 賞与等引当金 13,058

船舶 5,334 預り金 2,719

船舶減価償却累計額 △ 2,119 その他 1,872

船舶減損損失累計額 - 1,380,823

浮標等 283 【純資産の部】

浮標等減価償却累計額 △ 225 固定資産等形成分 1,637,105

浮標等減損損失累計額 - 余剰分（不足分） △ 1,335,327

航空機 1,082

航空機減価償却累計額 △ 1,081

航空機減損損失累計額 -

その他 -

その他減価償却累計額 -

その他減損損失累計額 -

建設仮勘定 3,204

インフラ資産 1,014,897

土地 62,968

土地減損損失累計額 -

建物 30,792

建物減価償却累計額 △ 5,520

建物減損損失累計額 -

工作物 1,508,910

工作物減価償却累計額 △ 638,729

工作物減損損失累計額 -

その他 1

その他減価償却累計額 0

その他減損損失累計額 -

建設仮勘定 56,476

物品 125,457

物品減価償却累計額 △ 57,770

物品減損損失累計額 -

無形固定資産 1,253

ソフトウェア 665

その他 588

投資その他の資産 126,625

投資及び出資金 55,717

有価証券 1,947

出資金 53,770

その他 0

投資損失引当金 △ 12,254

長期延滞債権 8,112

長期貸付金 25,830

基金 49,463

減債基金 12,000

その他 37,463

その他 82

徴収不能引当金 △ 325

流動資産 87,795

現金預金 43,226

未収金 8,835

短期貸付金 1,946

基金 32,579

財政調整基金 21,777

減債基金 10,802

棚卸資産 125

その他 1,251

徴収不能引当金 △ 167

繰延資産 - 301,778

1,682,601 1,682,601

(注)百万円単位で四捨五入しているため、合計等が一致しない場合があります。

負債合計

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 金額 科目 金額



全体行政コスト計算書　（平成31年4月1日～令和2年3月31日）

（単位：百万円）

経常費用 628,407

業務費用 350,545

人件費 176,830

職員給与費 148,776

賞与等引当金繰入額 13,043

退職手当引当金繰入額 10,185

その他 4,826

物件費等 159,534

物件費 45,052

維持補修費 27,526

減価償却費 51,683

その他 35,273

その他の業務費用 14,181

支払利息 8,452

徴収不能引当金繰入額 326

その他 5,403

移転費用 277,862

補助金等 267,850

社会保障給付 9,684

他会計への繰出金 -
その他 328

経常収益 133,466

使用料及び手数料 38,879

その他 94,588

純経常行政コスト △ 494,940

臨時損失 1,990

災害復旧事業費 679

資産除売却損 924

投資損失引当金繰入額 344

損失補償等引当金繰入額 -
その他 43

臨時利益 1,491

資産売却益 906

その他 585

純行政コスト △ 495,439

(注)百万円単位で四捨五入しているため、合計等が一致しない場合があります。

全体純資産変動計算書　（平成31年4月1日～令和2年3月31日）
（単位：百万円）      

(注)百万円単位で四捨五入しているため、合計等が一致しない場合があります。

科目 金額

前年度末純資産残高 313,156 1,640,412 △ 1,327,256

純行政コスト（△） △ 495,439 △ 495,439

財源 483,170 483,170

税収等 380,387 380,387

国県等補助金 102,783 102,783

本年度差額 △ 12,269 △ 12,269

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 612

無償所管換等 280

その他 -

本年度純資産変動額 △ 11,378 △ 3,307 △ 8,071

本年度末純資産残高 301,778 1,637,105 △ 1,335,327

科目 合計 固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）



全体資金収支計算書　（平成31年4月1日～令和2年3月31日）
（単位：百万円）

【業務活動収支】
業務支出 601,471

業務費用支出 323,607
人件費支出 180,439
物件費等支出 107,194
支払利息支出 8,196
その他の支出 27,778

移転費用支出 277,864
補助金等支出 267,850
社会保障給付支出 9,687
他会計への繰出支出 -
その他の支出 328

業務収入 619,648
税収等収入 398,954
国県等補助金収入 88,769
使用料及び手数料収入 38,651
その他の収入 93,275

臨時支出 1,403
災害復旧事業費支出 679
その他の支出 724

臨時収入 289
業務活動収支 17,063
【投資活動収支】

投資活動支出 52,107
公共施設等整備費支出 28,907
基金積立金支出 8,508
投資及び出資金支出 904
貸付金支出 13,787
その他の支出 0

投資活動収入 35,106
国県等補助金収入 13,728
基金取崩収入 4,078
貸付金元金回収収入 14,457
資産売却収入 1,204
その他の収入 1,639

投資活動収支 △ 17,001
【財務活動収支】

財務活動支出 146,639
地方債償還支出 144,874
その他の支出 1,765

財務活動収入 151,040
地方債発行収入 151,040
その他の収入 -

財務活動収支 4,401
4,463
37,122
41,585

前年度末歳計外現金残高 2,373
本年度歳計外現金増減額 △ 733
本年度末歳計外現金残高 1,641
本年度末現金預金残高 43,226
(注)百万円単位で四捨五入しているため、合計等が一致しない場合があります。

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


