
（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

5,599,076       2,884,428       

5,023,514       2,333,089       

全会計貸借対照表
（令和２年３月３１日現在）

科目 金額 科目 金額

1,846,912       294,222         

△1,233,517   322,681         

1,229,202       229,031         

1,892,525       17,053           

643,994         232,564         

-                  7,499            

39                -                  

△38             26,169           

2,466            18,046           

△647,765      37,887           

-                  -                  

-                  7,592            

53,694           5,678,964       

2,912,722       △3,130,298   

1,377,903       

△2,466         3,956            

71                負債合計 3,207,108       

△67             

△1,887,930   

-                  

-                  

203,322         

△126,510      

3,260,243       

76,810           

3,375            

73,435           

85,694           

644,769         

△426,501      

22,176           

225,484         

182,868         

42,617           

498,752         

290,926         

52,488           

238,438         

9,591            

△58,501       

23,744           

28,460           

51,428           

10,719           

154,509         

40,389           

△1,644         

△224           

純資産合計 2,548,666       

資産合計 負債及び純資産合計 5,755,774       

12,442           

38,985           

8,719            

1,994            

2,189            

5,755,774       

-                  



（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

投資損失引当金繰入額

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

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

科目 金額

-                      

1,606,737           

748,975             

340,588             

279,358             

24,314               

18,399               

18,518               

362,527             

154,780             

69,338               

138,409             

24,020               

45,860               

30,848               

1,982                

13,030               

857,762             

547,533             

-                      

1,320,189           

307,578             

2,651                

286,548             

227,380             

59,168               

1,341,091           

92                    

540                   

-                      

1,694                

3,118                

692                   

2,426                

21,695               



(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 2,547,766          5,708,098          △3,160,332      

純行政コスト（△） △1,341,091      △1,341,091      

財源 1,321,027          1,321,027          

税収等 837,729            837,729            

国県等補助金 483,298            483,298            

本年度差額 △20,065          △20,065          

固定資産等の変動（内部変動） △50,099          50,099              

有形固定資産等の増加 182,349            △182,349         

有形固定資産等の減少 △219,751         219,751            

貸付金・基金等の増加 95,540              △95,540          

貸付金・基金等の減少 △108,237         108,237            

資産評価差額 △18                △18                

無償所管換等 20,982              20,982              

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 900                  △29,135          30,034              

本年度末純資産残高 2,548,666          5,678,964          △3,130,298      

※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

全会計純資産変動計算書

科目 合計

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

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

40,389               

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

科目 金額

1,562,348           

1,459,077           

601,314             

341,716             

220,713             

30,848               

-                      

8,037                

857,762             

547,533             

307,578             

9,550                

2,960                

12,510               

△31,476           

87,283               

951                   

94,107               

248,541             

2,651                

69,632               

824,332             

447,581             

227,477             

62,958               

128                   

92                    

103,402             

36                    

258                   

303,214             

65,322               

前年度末資金残高 59,428               

本年度末資金残高 27,878               

△36                 

145,065             

145,872             

△807               

本年度資金収支額 △31,549           

△103,476          

248,577             

2,647                

77,295               

88,318               

271,738             

34,574               

54,822               


