
２　財務書類４表（一般会計等）
（１）一般会計等貸借対照表

【様式第1号】

（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 1,494,826   固定負債 1,307,319

    有形固定資産 1,280,134     地方債 1,173,176

      事業用資産 364,504     長期未払金 -

        土地 124,141     退職手当引当金 123,930

        立木竹 6,139     損失補償等引当金 10,213

        建物 415,090     その他 -

        建物減価償却累計額 -221,570   流動負債 100,321

        工作物 75,319     １年内償還予定地方債 89,240

        工作物減価償却累計額 -46,353     未払金 -

        船舶 1,122     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -898     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 9,704

        航空機 1,037     預り金 1,377

        航空機減価償却累計額 -622     その他 -

        その他 - 負債合計 1,407,640

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 11,100   固定資産等形成分 1,512,300

      インフラ資産 904,470   余剰分（不足分） -1,386,034

        土地 153,802

        建物 7,757

        建物減価償却累計額 -4,812

        工作物 1,627,415

        工作物減価償却累計額 -896,183

        その他 840

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 15,652

      物品 51,482

      物品減価償却累計額 -40,322

    無形固定資産 36,347

      ソフトウェア 0

      その他 36,347

    投資その他の資産 178,346

      投資及び出資金 57,742

        有価証券 2,355

        出資金 55,387

        その他 -

      投資損失引当金 -2,595

      長期延滞債権 8,371

      長期貸付金 41,595

      基金 78,560

        減債基金 24,061

        その他 54,499

      その他 49

      徴収不能引当金 -5,377

  流動資産 39,080

    現金預金 20,579

    未収金 838

    短期貸付金 4,160

    基金 13,314

      財政調整基金 13,314

      減債基金 -

    棚卸資産 352

    その他 -

    徴収不能引当金 -163 純資産合計 126,266

資産合計 1,533,907 負債及び純資産合計 1,533,907

貸借対照表
（令和3年3月31日現在）



（２）一般会計等行政コスト計算書

【様式第2号】

（単位：百万円）

    使用料及び手数料

    その他

純行政コスト

11

      その他 2,918

478,099

  経常収益 17,040

    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

732

61

134

330

320

10,432

472,053

6,376

4,789

660

      社会保障給付 7,129

      他会計への繰出金 6,411

6,608

        その他 680

    移転費用 219,586

      補助金等 203,128

      その他の業務費用 8,189

        支払利息 7,379

        徴収不能引当金繰入額 131

        維持補修費 46,520

        減価償却費 42,374

        その他 -

        その他 3,619

      物件費等 127,188

        物件費 38,294

        職員給与費 111,533

        賞与等引当金繰入額 9,704

        退職手当引当金繰入額 9,275

  経常費用 489,094

    業務費用 269,508

      人件費 134,130

行政コスト計算書
自　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日

科目名 金額



（３）一般会計等純資産変動計算書

【様式第3号】

（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 121,589 1,515,834 -1,394,245

  純行政コスト（△） -478,099 -478,099

  財源 472,240 472,240

    税収等 340,294 340,294

    国県等補助金 131,946 131,946

  本年度差額 -5,859 -5,859

  固定資産等の変動（内部変動） -14,070 14,070

    有形固定資産等の増加 5,241 -5,241

    有形固定資産等の減少 -22,348 22,348

    貸付金・基金等の増加 7,106 -7,106

    貸付金・基金等の減少 -4,068 4,068

  資産評価差額 5 5

  無償所管換等 10,531 10,531

  その他 0 - 0

  本年度純資産変動額 4,678 -3,534 8,211

本年度末純資産残高 126,266 1,512,300 -1,386,034

純資産変動計算書
自　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日

科目名 合計



（４）一般会計等資金収支計算書

【様式第4号】

（単位：百万円）

    その他の収入 217

財務活動収支 4,440

本年度資金収支額 8,909

本年度末現金預金残高 20,579

1,377本年度末歳計外現金残高

前年度末資金残高 10,293

本年度末資金残高 19,202

前年度末歳計外現金残高 1,114

本年度歳計外現金増減額 263

  財務活動支出 148,427

    地方債償還支出 148,210

    その他の支出 217

  財務活動収入 152,867

    地方債発行収入 152,650

    貸付金元金回収収入 88,992

    資産売却収入 292

    その他の収入 4,872

投資活動収支 32,950

【財務活動収支】

    貸付金支出 85,368

    その他の支出 -

  投資活動収入 157,061

    国県等補助金収入 56,993

    基金取崩収入 5,912

【投資活動収支】

  投資活動支出 124,111

    公共施設等整備費支出 25,904

    基金積立金支出 12,839

    投資及び出資金支出 -

  臨時支出 4,789

    災害復旧事業費支出 4,789

    その他の支出 -

  臨時収入 2,431

業務活動収支 -28,480

  業務収入 442,398

    税収等収入 352,624

    国県等補助金収入 72,523

    使用料及び手数料収入 6,607

    その他の収入 10,644

    移転費用支出 219,843

      補助金等支出 203,933

      社会保障給付支出 7,129

      他会計への繰出支出 6,411

      その他の支出 2,371

    業務費用支出 248,678

      人件費支出 137,317

      物件費等支出 84,814

      支払利息支出 7,379

      その他の支出 19,168

資金収支計算書
自　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 468,521



２　財務書類４表（全体）
（１）全体貸借対照表

【様式第1号】

（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 1,672,131   固定負債 1,413,161

    有形固定資産 1,448,774     地方債等 1,202,978

      事業用資産 364,640     長期未払金 -

        土地 124,188     退職手当引当金 124,660

        立木竹 6,167     損失補償等引当金 10,213

        建物 415,090     その他 75,309

        建物減価償却累計額 -221,570   流動負債 104,636

        工作物 76,168     １年内償還予定地方債等 92,517

        工作物減価償却累計額 -47,142     未払金 454

        船舶 1,122     未払費用 86

        船舶減価償却累計額 -898     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 9,781

        航空機 1,037     預り金 1,797

        航空機減価償却累計額 -622     その他 0

        その他 - 負債合計 1,517,797

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 11,100   固定資産等形成分 1,689,605

      インフラ資産 1,052,984   余剰分（不足分） -1,468,736

        土地 176,407   他団体出資等分 -

        建物 19,735

        建物減価償却累計額 -7,422

        工作物 1,781,936

        工作物減価償却累計額 -953,057

        その他 21,602

        その他減価償却累計額 -14,475

        建設仮勘定 28,259

      物品 76,826

      物品減価償却累計額 -45,675

    無形固定資産 39,625

      ソフトウェア 0

      その他 39,625

    投資その他の資産 183,732

      投資及び出資金 57,751

        有価証券 2,364

        出資金 55,387

        その他 -

      投資損失引当金 -2,595

      長期延滞債権 8,374

      長期貸付金 41,615

      基金 80,502

        減債基金 24,061

        その他 56,441

      その他 3,461

      徴収不能引当金 -5,377

  流動資産 66,536

    現金預金 37,532

    未収金 1,731

    短期貸付金 4,160

    基金 13,314

      財政調整基金 13,314

      減債基金 -

    棚卸資産 9,924

    その他 37

    徴収不能引当金 -163

    繰延資産 - 純資産合計 220,869

資産合計 1,738,666 負債及び純資産合計 1,738,666

貸借対照表
（令和3年3月31日現在）



（２）全体行政コスト計算書

【様式第2号】

（単位：百万円）

行政コスト計算書
自　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日

科目名 金額

  経常費用 592,722

    業務費用 284,815

      人件費 135,109

        職員給与費 112,320

        賞与等引当金繰入額 9,781

        退職手当引当金繰入額 9,343

        その他 3,665

      物件費等 141,077

        物件費 40,833

        維持補修費 50,230

        減価償却費 49,609

        その他 405

      その他の業務費用 8,629

        支払利息 7,712

        徴収不能引当金繰入額 131

        その他 786

    移転費用 307,907

      補助金等 296,621

      社会保障給付 7,129

      他会計への繰出金 -

    その他 13,740

純経常行政コスト 566,266

  臨時損失 6,858

    災害復旧事業費 4,789

      その他 4,157

  経常収益 26,456

    使用料及び手数料 12,717

    資産売却益 320

    その他 46

純行政コスト 572,758

    資産除売却損 660

    投資損失引当金繰入額 732

    損失補償等引当金繰入額 61

    その他 616

  臨時利益 366



（３）全体純資産変動計算書

【様式第3号】

（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 186,248 1,668,950 -1,482,701 -

  純行政コスト（△） -572,758 -572,758 -

  財源 574,460 574,460 -

    税収等 414,995 414,995 -

    国県等補助金 159,465 159,465 -

  本年度差額 1,702 1,702 -

  固定資産等の変動（内部変動） -12,261 12,261

    有形固定資産等の増加 14,478 -14,478

    有形固定資産等の減少 -30,934 30,934

    貸付金・基金等の増加 8,890 -8,890

    貸付金・基金等の減少 -4,696 4,696

  資産評価差額 849 849

  無償所管換等 32,068 32,068

　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 - -

  その他 2 - 2

  本年度純資産変動額 34,621 20,655 13,966 -

本年度末純資産残高 220,869 1,689,605 -1,468,736 -

純資産変動計算書

自　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日

科目名 合計



（４）全体資金収支計算書

【様式第4号】

（単位：百万円）

資金収支計算書
自　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 565,093

    業務費用支出 256,928

      人件費支出 138,298

      物件費等支出 91,495

      支払利息支出 7,712

      その他の支出 19,423

      その他の支出 3,610

  業務収入 543,742

    移転費用支出 308,165

      補助金等支出 297,426

      社会保障給付支出 7,129

      他会計への繰出支出 -

    災害復旧事業費支出 4,789

219    その他の支出

  臨時収入 2,466

業務活動収支 -23,892

    税収等収入 389,697

    国県等補助金収入 100,042

    使用料及び手数料収入 12,654

    その他の収入 41,349

  臨時支出 5,007

【投資活動収支】

  投資活動支出 135,002

    公共施設等整備費支出 35,008

    基金積立金支出 14,625

    投資及び出資金支出 0

    貸付金支出 85,368

    その他の支出 -

  投資活動収入 165,942

    国県等補助金収入 59,034

    基金取崩収入 5,959

    貸付金元金回収収入 88,953

    資産売却収入 1,091

    その他の収入 10,905

投資活動収支 30,941

【財務活動収支】

  財務活動支出 150,982

    地方債等償還支出 150,765

    その他の支出 217

  財務活動収入 155,782

    地方債等発行収入 155,565

前年度末歳計外現金残高 1,535

本年度歳計外現金増減額 261

本年度末歳計外現金残高 1,796

本年度末現金預金残高 37,532

    その他の収入 217

財務活動収支 4,800

本年度資金収支額 11,848

前年度末資金残高 23,888

本年度末資金残高

比例連結割合変更に伴う差額

35,736

-



３　財務書類４表（連結）
（１）連結貸借対照表

【様式第1号】

（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 1,728,465   固定負債 1,438,185

    有形固定資産 1,499,288     地方債等 1,217,159

      事業用資産 408,369     長期未払金 5,895

        土地 135,912     退職手当引当金 129,687

        立木竹 6,167     損失補償等引当金 433

        建物 482,648     その他 85,012

        建物減価償却累計額 -259,354   流動負債 456,144

        工作物 82,120     １年内償還予定地方債等 91,738

        工作物減価償却累計額 -52,135     未払金 3,024

        船舶 1,136     未払費用 216

        船舶減価償却累計額 -908     前受金 71

        浮標等 -     前受収益 8,575

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 9,815

        航空機 1,037     預り金 2,188

        航空機減価償却累計額 -622     その他 340,516

        その他 402 負債合計 1,894,328

        その他減価償却累計額 -50 【純資産の部】

        建設仮勘定 12,016   固定資産等形成分 1,742,418

      インフラ資産 1,052,984   余剰分（不足分） -1,469,215

        土地 176,407   他団体出資等分 -

        建物 19,735

        建物減価償却累計額 -7,422

        工作物 1,781,936

        工作物減価償却累計額 -953,057

        その他 21,602

        その他減価償却累計額 -14,475

        建設仮勘定 28,259

      物品 97,441

      物品減価償却累計額 -59,506

    無形固定資産 40,004

      ソフトウェア 341

      その他 39,663

    投資その他の資産 189,173

      投資及び出資金 26,509

        有価証券 19,706

        出資金 6,803

        その他 -

      長期延滞債権 8,374

      長期貸付金 24,346

      基金 87,876

        減債基金 24,061

        その他 63,815

      その他 47,445

      徴収不能引当金 -5,377

  流動資産 439,066

    現金預金 63,773

    未収金 2,477

    短期貸付金 639

    基金 13,314

      財政調整基金 13,314

      減債基金 -

    棚卸資産 17,662

    その他 341,693

    徴収不能引当金 -492

  繰延資産 - 純資産合計 273,203

資産合計 2,167,531 負債及び純資産合計 2,167,531

貸借対照表
（令和3年3月31日現在）



（２）連結行政コスト計算書

【様式第2号】

（単位：百万円）

    その他 4,930

571,793

    資産除売却損 682

    損失補償等引当金繰入額 -

  臨時利益 3,477

    資産売却益 347

    その他 3,130

純行政コスト

純経常行政コスト 564,869

  臨時損失 10,401

    災害復旧事業費 4,789

  経常収益 55,316

    使用料及び手数料 21,181

    その他 34,134

      社会保障給付 7,129

      他会計への繰出金 -

      その他 4,290

        その他 3,480

    移転費用 296,119

      補助金等 284,701

      その他の業務費用 11,441

        支払利息 7,830

        徴収不能引当金繰入額 132

        維持補修費 51,071

        減価償却費 51,883

        その他 14,192

        その他 4,563

      物件費等 163,738

        物件費 46,591

        職員給与費 124,398

        賞与等引当金繰入額 10,161

        退職手当引当金繰入額 9,765

  経常費用 620,185

    業務費用 324,066

      人件費 148,886

行政コスト計算書
自　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日

科目名 金額



（３）連結純資産変動計算書

【様式第3号】

（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 237,245 1,720,138 -1,482,893 -

  純行政コスト（△） -571,793 -571,793 -

  財源 574,199 574,199 -

    税収等 415,644 415,644 -

    国県等補助金 158,556 158,556 -

  本年度差額 2,406 2,406 -

  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 810

  無償所管換等 32,068

　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 - -

  その他 673

  本年度純資産変動額 35,958 22,280 13,678 -

本年度末純資産残高 273,203 1,742,418 -1,469,215 -

※省略

純資産変動計算書
自　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日

科目名 合計



（４）連結資金収支計算書

【様式第4号】

（単位：百万円）

本年度末現金預金残高 63,773

    その他の収入

財務活動収支

本年度資金収支額 18,837

前年度末資金残高 39,982

3,158比例連結割合変更に伴う差額

本年度末資金残高 61,977

前年度末歳計外現金残高 1,535

本年度歳計外現金増減額 261

本年度末歳計外現金残高 1,796

※省略

  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

    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】

    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

【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

  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

  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

    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

【業務活動収支】

  業務支出

資金収支計算書
自　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日

科目名 金額
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