
（単位：百万円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 999,267   固定負債 716,747

    有形固定資産 894,940     地方債等 633,024

      事業用資産 269,148     長期未払金 175

        土地 96,320     退職手当引当金 75,518

        立木竹 7,337     損失補償等引当金 271

        建物 337,084     その他 7,760

        建物減価償却累計額 -178,586   流動負債 90,022

        工作物 9,472     １年内償還予定地方債等 69,927

        工作物減価償却累計額 -7,297     未払金 3,023

        船舶 3,100     未払費用 8

        船舶減価償却累計額 -3,100     前受金 57

        浮標等 46     前受収益 19

        浮標等減価償却累計額 -46     賞与等引当金 6,930

        航空機 2,159     預り金 1,141

        航空機減価償却累計額 -2,159     その他 8,918

        その他 14,614 負債合計 806,769

        その他減価償却累計額 -12,069 【純資産の部】

        建設仮勘定 2,274   固定資産等形成分 1,017,155

      インフラ資産 613,363   余剰分（不足分） -782,610

        土地 31,082   他団体出資等分 7,870

        建物 7,923

        建物減価償却累計額 -4,265

        工作物 2,408,145

        工作物減価償却累計額 -1,867,303

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 37,780

      物品 40,576

      物品減価償却累計額 -28,147

    無形固定資産 3,083

      ソフトウェア 639

      その他 2,444

    投資その他の資産 101,243

      投資及び出資金 7,740

        有価証券 859

        出資金 6,882

        その他 -

      長期延滞債権 2,539

      長期貸付金 16,155

      基金 73,670

        減債基金 2,619

        その他 71,051

      その他 2,283

      徴収不能引当金 -1,144

  流動資産 49,914

    現金預金 22,202

    未収金 4,950

    短期貸付金 950

    基金 16,939

      財政調整基金 4,003

      減債基金 12,935

    棚卸資産 2,903

    その他 1,995

    徴収不能引当金 -25

  繰延資産 4 純資産合計 242,415

資産合計 1,049,184 負債及び純資産合計 1,049,184

連結貸借対照表
（令和2年3月31日現在）



（単位：百万円）

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

科目名 金額

  経常費用 382,978

    業務費用 236,538

      人件費 109,362

        職員給与費 87,744

        賞与等引当金繰入額 6,826

        退職手当引当金繰入額 7,605

        その他 7,188

      物件費等 108,650

        物件費 48,243

        維持補修費 18,342

        減価償却費 41,641

        その他 424

      その他の業務費用 18,526

        支払利息 5,333

        徴収不能引当金繰入額 42

        その他 13,151

    移転費用 146,440

      補助金等 141,456

      社会保障給付 2,859

      その他 2,126

  経常収益 43,419

    使用料及び手数料 27,982

    その他 15,437

純経常行政コスト 339,560

  臨時損失 12,575

    災害復旧事業費 10,792

    資産除売却損 896

    損失補償等引当金繰入額 58

    その他 829

  臨時利益 1,177

    資産売却益 751

    その他 426

純行政コスト 350,958



（単位：百万円）

科目名 合計 固定資産等形成分 余剰分(不足分) 他団体出資等分

前年度末純資産残高 259,275 1,025,982 -774,541 7,835

  純行政コスト（△） -350,958 -349,516 -1,442

  財源 334,346 332,869 1,477

    税収等 260,059 260,159 -100

    国県等補助金 74,287 72,710 1,577

  本年度差額 -16,612 -16,647 35

  固定資産等の変動（内部変動） -8,833 8,833

    有形固定資産等の増加 35,903 -35,903

    有形固定資産等の減少 -43,264 43,264

    貸付金・基金等の増加 17,934 -17,934

    貸付金・基金等の減少 -19,407 19,407

  資産評価差額 -4 -4

  無償所管換等 30 30

  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 - 0 0 -

  その他 -274 -19 -255

  本年度純資産変動額 -16,860 -8,826 -8,069 35

本年度末純資産残高 242,415 1,017,155 -782,610 7,870

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

省 略



（単位：百万円）

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

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 341,293

    業務費用支出 194,710

      人件費支出 108,982

      物件費等支出 67,865

      支払利息支出 5,334

      その他の支出 12,529

    移転費用支出 146,583

      補助金等支出 141,558

      社会保障給付支出 2,859

      その他の支出 2,167

  業務収入 342,287

    税収等収入 257,385

    国県等補助金収入 41,231

    使用料及び手数料収入 27,803

    その他の収入 15,868

  臨時支出 11,314

    災害復旧事業費支出 10,792

    その他の支出 522

  臨時収入 7,184

業務活動収支 -3,136

【投資活動収支】

  投資活動支出 47,993

    公共施設等整備費支出 35,898

    基金積立金支出 3,869

    投資及び出資金支出 6,138

    貸付金支出 2,086

    その他の支出 3

  投資活動収入 42,072

    国県等補助金収入 25,273

    基金取崩収入 8,004

    貸付金元金回収収入 1,647

    資産売却収入 4,685

    その他の収入 2,462

投資活動収支 -5,922

【財務活動収支】

  財務活動支出 82,900

    地方債等償還支出 82,864

    その他の支出 36

  財務活動収入 91,655

    地方債等発行収入 90,393

    その他の収入 1,262

前年度末歳計外現金残高 904

本年度歳計外現金増減額 144

本年度末歳計外現金残高 1,048

本年度末現金預金残高 22,202

財務活動収支 8,755

本年度資金収支額 -303

前年度末資金残高 21,457

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 21,154


