
（単位：百万円）
金額 金額

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 46,479 固定負債 16,553
有形固定資産 44,496 地方債等 10,474
事業用資産 12,918 長期未払金 -
土地 2,890 退職手当引当金 701
立木竹 0 損失補償等引当金 -
建物 18,163 その他 5,378
建物減価償却累計額 △10,451 流動負債 1,349
工作物 7,573 1年内償還予定地方債等 1,149
工作物減価償却累計額 △5,298 未払金 70
船舶 - 未払費用 3
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 74
航空機 - 預り金 39
航空機減価償却累計額 - その他 13
その他 1,615 17,901
その他減価償却累計額 △1,577 【純資産の部】
建設仮勘定 3 固定資産等形成分 47,603

インフラ資産 31,329 余剰分（不足分） △16,778
土地 12,795 他団体出資等分 40
建物 1,143
建物減価償却累計額 △230
工作物 33,483
工作物減価償却累計額 △16,521
その他 1,566
その他減価償却累計額 △947
建設仮勘定 40

物品 1,985
物品減価償却累計額 △1,736

無形固定資産 133
ソフトウェア 121
その他 12

投資その他の資産 1,851
投資及び出資金 78
有価証券 1
出資金 77
その他 -

長期延滞債権 287
長期貸付金 -
基金 1,507
減債基金 -
その他 1,507

その他 11
徴収不能引当金 △33

流動資産 2,287
現金預金 1,037
未収金 101
短期貸付金 -
基金 1,123
財政調整基金 906
減債基金 217

棚卸資産 25
その他 7
徴収不能引当金 △5

繰延資産 - 30,865

48,766 48,766

連結貸借対照表
(令和2年3月31日現在)

科目 科目

資産合計 負債及び純資産合計

純資産合計

負債合計
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（単位：百万円）

金額

経常費用 9,372

業務費用 5,573

人件費 1,486

職員給与費 956

賞与等引当金繰入額 73

退職手当引当金繰入額 164

その他 293

物件費等 3,869

物件費 1,943

維持補修費 66

減価償却費 1,654

その他 206

その他の業務費用 217

支払利息 115

徴収不能引当金繰入額 23

その他 80

移転費用 3,800

補助金等 2,623

社会保障給付 1,161

その他 15

経常収益 1,414

使用料及び手数料 629

その他 785

純経常行政コスト 7,958

臨時損失 84

災害復旧事業費 42

資産除売却損 29

損失補償等引当金繰入額 -

その他 13

臨時利益 3

資産売却益 3

その他 -

純行政コスト 8,040

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
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（単位：百万円）

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 30,770,096 38,811,232 △8,078,564 37,428

純行政コスト（△） △8,039,581 △8,020,657 △18,924

財源 7,912,596 7,890,908 21,688

税収等 5,465,529 5,443,841 21,688

国県等補助金 2,447,067 2,447,067 -

本年度差額 △126,985 △129,749 2,765

固定資産等の変動（内部変動） △728,270 728,270

有形固定資産等の増加 821,844 △821,844

有形固定資産等の減少 △1,685,123 1,685,123

貸付金・基金等の増加 460,143 △460,143

貸付金・基金等の減少 △325,134 325,134

資産評価差額 - -

無償所管換等 11,954 11,954

他団体出資等分の増加 - -

他団体出資等分の減少 - -

その他 210,038 9,507,899 △9,297,861

本年度純資産変動額 95,008 8,791,584 △8,699,340 2,765

本年度末純資産残高 30,865,104 47,602,816 △16,777,904 40,193

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
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