
（単位：百万円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】                  － 【負債の部】                  －

　固定資産             150,429 　固定負債              46,408

　　有形固定資産             144,798 　　地方債              44,557

　　　事業用資産              85,751 　　長期未払金                  －

　　　　土地              37,311 　　退職手当引当金               1,851

　　　　立木竹                 154 　　損失補償等引当金                  －

　　　　建物              98,923 　　その他                  －

　　　　建物減価償却累計額            △52,086 　流動負債               4,389

　　　　工作物               2,908 　　1年内償還予定地方債               3,757

　　　　工作物減価償却累計額             △1,499 　　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                 340

　　　　航空機                  － 　　預り金                 291

　　　　航空機減価償却累計額                  － 　　その他                  －

　　　　その他                   7 負債合計              50,797

　　　　その他減価償却累計額                 △1 【純資産の部】                  －

　　　　建設仮勘定                  34 　固定資産等形成分             152,892

　　　インフラ資産              58,673 　余剰分（不足分）            △49,155

　　　　土地               4,784

　　　　建物                  26

　　　　建物減価償却累計額                 △1

　　　　工作物              96,271

　　　　工作物減価償却累計額            △42,961

　　　　その他                  40

　　　　その他減価償却累計額                 △6

　　　　建設仮勘定                 519

　　　物品               1,434

　　　物品減価償却累計額             △1,060

　　無形固定資産                  44

　　　ソフトウェア                  44

　　　その他                  －

　　投資その他の資産               5,586

　　　投資及び出資金               1,726

　　　　有価証券                 321

　　　　出資金               1,405

　　　　その他                  －

　　　投資損失引当金                  －

　　　長期延滞債権                 584

　　　長期貸付金                 957

　　　基金               2,335

　　　　減債基金                  14

　　　　その他               2,321

　　　その他                 118

　　　徴収不能引当金               △134

　流動資産               4,105

　　現金預金               1,416

　　未収金                 157

　　短期貸付金                  －

　　基金               2,463

　　　財政調整基金               2,463

　　　減債基金                  －

　　棚卸資産                  69

　　その他                  －

　　徴収不能引当金                   0 純資産合計             103,737

資産合計             154,533 負債及び純資産合計             154,533

一般会計等貸借対照表
（令和2年03月31日 現在）



（単位：百万円）

科目 金額

経常費用                         30,879

　業務費用                         14,832

　　人件費                          4,874

　　　職員給与費                          3,611

　　　賞与等引当金繰入額                            340

　　　退職手当引当金繰入額                             －

　　　その他                            923

　　物件費等                          9,531

　　　物件費                          5,529

　　　維持補修費                            145

　　　減価償却費                          3,856

　　　その他                             －

　　その他の業務費用                            427

　　　支払利息                            227

　　　徴収不能引当金繰入額                             77

　　　その他                            124

　移転費用                         16,046

　　補助金等                          7,994

　　社会保障給付                          4,799

　　他会計への繰出金                          3,051

　　その他                            203

経常収益                          1,478

　使用料及び手数料                            480

　その他                            998

純経常行政コスト                         29,401

臨時損失                            449

　災害復旧事業費                             －

　資産除売却損                            317

　投資損失引当金繰入額                             －

　損失補償等引当金繰入額                             －

　その他                            132

臨時利益                              2

　資産売却益                              2

　その他                             －

純行政コスト                         29,848

一般会計等行政コスト計算書
自 平成31年04月01日

至 令和2年03月31日



（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 103,689 151,922 △48,234

　純行政コスト（△） △29,848 △29,848

　財源 28,946 28,946

　　税収等 21,610 21,610

　　国県等補助金 7,337 7,337

　本年度差額 △902 △902

　固定資産等の変動（内部変動） 19 △19

　　有形固定資産等の増加 7,640 △7,640

　　有形固定資産等の減少 △5,989 5,989

　　貸付金・基金等の増加 2,376 △2,376

　　貸付金・基金等の減少 △4,008 4,008

　資産評価差額 △25 △25

　無償所管換等 975 975

　その他 － － －

　本年度純資産変動額 48 969 △921

本年度末純資産残高 103,737 152,892 △49,155

科目 合計

一般会計等純資産変動計算書
自 平成31年04月01日

至 令和2年03月31日



（単位：百万円）

科目 金額

【業務活動収支】                             －

　業務支出                         27,490

　　業務費用支出                         11,443

　　　人件費支出                          5,424

　　　物件費等支出                          5,675

　　　支払利息支出                            227

　　　その他の支出                            118

　　移転費用支出                         16,046

　　　補助金等支出                          7,994

　　　社会保障給付支出                          4,799

　　　他会計への繰出支出                          3,051

　　　その他の支出                            203

　業務収入                         29,043

　　税収等収入                         21,633

　　国県等補助金収入                          6,197

　　使用料及び手数料収入                            480

　　その他の収入                            733

　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                          1,553

【投資活動収支】                             －

　投資活動支出                          7,219

　　公共施設等整備費支出                          6,119

　　基金積立金支出                            929

　　投資及び出資金支出                            171

　　貸付金支出                             －

　　その他の支出                             －

　投資活動収入                          3,882

　　国県等補助金収入                          1,139

　　基金取崩収入                          2,304

　　貸付金元金回収収入                             70

　　資産売却収入                            251

　　その他の収入                            118

投資活動収支                        △3,337

【財務活動収支】                             －

　財務活動支出                          3,725

　　地方債償還支出                          3,725

　　その他の支出                             －

　財務活動収入                          5,605

　　地方債発行収入                          5,605

　　その他の収入                             －

財務活動収支                          1,880

本年度資金収支額                             96

前年度末資金残高                          1,029

本年度末資金残高                          1,125

前年度末歳計外現金残高                            707

本年度歳計外現金増減額                          △415

本年度末歳計外現金残高                            291

本年度末現金預金残高                          1,416

一般会計等資金収支計算書
自 平成31年04月01日

至 令和2年03月31日


