
（単位：百万円）

【資産の部】 【負債の部】

固定資産 固定負債

有形固定資産 地方債等

事業用資産 長期未払金

土地 退職手当引当金

立木竹 損失補償等引当金

建物 その他

建物減価償却累計額 流動負債

工作物 1年内償還予定地方債等

工作物減価償却累計額 未払金

船舶 未払費用

船舶減価償却累計額 前受金

浮標等 前受収益

浮標等減価償却累計額 賞与等引当金

航空機 預り金

航空機減価償却累計額 その他

その他

その他減価償却累計額 【純資産の部】

建設仮勘定 固定資産等形成分

インフラ資産 余剰分（不足分）

土地

建物

建物減価償却累計額

工作物

工作物減価償却累計額

その他

その他減価償却累計額

建設仮勘定

物品

物品減価償却累計額

無形固定資産

ソフトウェア

その他

投資その他の資産

投資及び出資金

有価証券

出資金

その他

投資損失引当金

長期延滞債権

長期貸付金

基金

減債基金

その他

その他

徴収不能引当金

流動資産

現金預金

未収金

短期貸付金

基金

財政調整基金

減債基金

棚卸資産

その他

徴収不能引当金

繰延資産

※基準日は会計年度末（3月31日）とし、出納閉鎖日（翌年度の5月31日）までに現金の受払い等を終了した後の計数をもって会計年度末の

    計数としている

※表示単位未満四捨五入のため合計が一致しない場合がある

6,461,619       3,285,780       

6,033,490       2,648,285       

連結貸借対照表
（令和２年3月31日現在）

科目 金額 科目 金額

1,987,703       371,408         

△1,325,815   410,260         

1,267,120       277,147         

1,991,894       18,542           

677,194         240,040         

-                  7,506            

39                59                

△38             27,476           

2,466            26,502           

△682,974      51,607           

395               893               

△395           8,514            

54,476           6,540,816       

3,821,105       △3,511,965   

1,442,493       

△2,466         18,062           

33,448           負債合計 3,696,041       

△19,259       

△1,948,982   

-                  

-                  

219,315         

△135,043      

4,153,750       

79,475           

4,022            

75,453           

89,572           

658,175         

△437,684      

15,050           

242,875         

182,868         

60,007           

348,654         

40,259           

27,957           

11,713           

10,339           

-                  

38,421           

26,217           

52,980           

41,847           

261,067         

88,671           

△1,715         

△885           

純資産合計 3,028,851       

資産合計 負債及び純資産合計 6,724,891       

13,994           

38,985           

11,165           

44,499           

2,205            

6,724,891       

589               



（単位：百万円）

経常費用

業務費用

人件費

職員給与費

賞与等引当金繰入額

退職手当引当金繰入額

その他

物件費等

物件費

維持補修費

減価償却費

その他

その他の業務費用

支払利息

徴収不能引当金繰入額

その他

移転費用

補助金等

社会保障給付

他会計への繰出金

その他

経常収益

使用料及び手数料

その他

純経常行政コスト

臨時損失

災害復旧事業費

資産除売却損

損失補償等引当金繰入額

その他

臨時利益

資産売却益

その他

純行政コスト

※基準日は会計年度末（3月31日）とし、出納閉鎖日（翌年度の

   5月31日）までに現金の受払い等を終了した後の計数をもって会計

   年度末の計数としている

※表示単位未満四捨五入のため合計が一致しない場合がある

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

科目 金額

9,772                

2,001,028           

889,688             

379,655             

315,545             

25,715               

19,298               

19,097               

435,963             

185,685             

95,290               

145,217             

2,803                

74,070               

34,551               

2,237                

37,281               

1,111,360           

546,952             

-                      

1,557,916           

559,747             

4,661                

443,112             

270,161             

172,951             

1,557,622           

92                    

662                   

2,050                

3,098                

571                   

2,527                

-                      



(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 2,992,185          6,548,833          △3,556,648      

純行政コスト（△） △1,557,622      △1,557,622      

財源 1,575,640          1,575,640          

税収等 866,466            866,466            

国県等補助金 709,173            709,173            

本年度差額 18,018              18,018              

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 △851              

無償所管換等 19,498              

他団体出資等分の増加 -                     

他団体出資等分の減少 -                     

その他 -                     

本年度純資産変動額 36,665              △8,017            44,683              

本年度末純資産残高 3,028,851          6,540,816          △3,511,965      

※基準日は会計年度末（3月31日）とし、出納閉鎖日（翌年度の5月31日）までに現金の受払い等を終了した後の

   計数をもって会計年度末の計数としている

※表示単位未満四捨五入のため合計が一致しない場合がある

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

科目 合計



（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

前年度末歳計外現金残高

本年度歳計外現金増減額

本年度末歳計外現金残高

本年度末現金預金残高

※基準日は会計年度末（3月31日）とし、出納閉鎖日（翌年度の5月31日）までに

   現金の受払い等を終了した後の計数をもって会計年度末の計数としている

※表示単位未満四捨五入のため合計が一致しない場合がある

科目

前年度末資金残高

本年度末資金残高

本年度資金収支額

88,671               

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

△40,933           

114,276             

73,343               

12,326               

3,002                

15,327               


