
会計：一般会計等 （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 1,778,506   固定負債 987,196

    有形固定資産 1,623,433     地方債 873,490

      事業用資産 456,619     長期未払金 -

        土地 155,654     退職手当引当金 98,255

        立木竹 137,951     損失補償等引当金 13,530

        建物 349,739     その他 1,920

        建物減価償却累計額 -198,545   流動負債 128,011

        工作物 23,541     １年内償還予定地方債 117,606

        工作物減価償却累計額 -14,100     未払金 -

        船舶 -     未払費用 437

        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 8,584

        航空機 2,394     預り金 1,143

        航空機減価償却累計額 -479     その他 240

        その他 - 負債合計 1,115,207

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 464   固定資産等形成分 1,811,991

      インフラ資産 1,154,618   余剰分（不足分） -1,084,028

        土地 117,138

        建物 26,905

        建物減価償却累計額 -15,275

        工作物 1,952,717

        工作物減価償却累計額 -951,403

        その他 53

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 24,484

      物品 18,772

      物品減価償却累計額 -6,575

    無形固定資産 1,091

      ソフトウェア 1,087

      その他 4

    投資その他の資産 153,981

      投資及び出資金 17,403

        有価証券 241

        出資金 17,162

        その他 -

      投資損失引当金 -125

      長期延滞債権 6,102

      長期貸付金 34,975

      基金 77,515

        減債基金 30,342

        その他 47,173

      その他 18,397

      徴収不能引当金 -285

  流動資産 64,664

    現金預金 27,734

    未収金 1,025

    短期貸付金 2,412

    基金 31,073

      財政調整基金 17,224

      減債基金 13,848

    棚卸資産 -

    その他 2,445

    徴収不能引当金 -25 純資産合計 727,963

資産合計 1,843,170 負債及び純資産合計 1,843,170

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

貸借対照表
（令和3年3月31日現在）



会計：一般会計等 （単位：百万円）

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

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 金額

  経常費用 415,301

    業務費用 232,895

      人件費 114,433

        職員給与費 94,541

        賞与等引当金繰入額 8,584

        退職手当引当金繰入額 7,565

        その他 3,743

      物件費等 98,064

        物件費 38,377

        維持補修費 13,292

        減価償却費 46,394

        その他 -

      その他の業務費用 20,399

        支払利息 4,105

        徴収不能引当金繰入額 66

        その他 16,228

    移転費用 182,406

      補助金等 158,016

      社会保障給付 19,246

      他会計への繰出金 4,752

      その他 392

  経常収益 19,489

    使用料及び手数料 9,197

    その他 10,291

純経常行政コスト 395,812

  臨時損失 4,184

    災害復旧事業費 3,424

    資産除売却損 697

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 63

    その他 592

純行政コスト 399,108

    その他 -

  臨時利益 887

    資産売却益 296



会計：一般会計等 （単位：百万円）

科目 合計 固定資産等形成分 余剰分(不足分)

前年度末純資産残高 731,877 1,819,757 -1,087,880

  純行政コスト（△） -399,108 -399,108

  財源 396,734 396,734

    税収等 285,612 285,612

    国県等補助金 111,122 111,122

  本年度差額 -2,374 -2,374

  固定資産等の変動（内部変動） -13,068 13,068

    有形固定資産等の増加 36,182 -36,182

    有形固定資産等の減少 -48,252 48,252

    貸付金・基金等の増加 113,766 -113,766

    貸付金・基金等の減少 -114,764 114,764

  資産評価差額 7 7

  無償所管換等 1,434 1,434

  その他 -2,982 3,860 -6,842

  本年度純資産変動額 -3,914 -7,766 3,852

本年度末純資産残高 727,963 1,811,991 -1,084,028

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

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



会計：一般会計等 （単位：百万円）

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

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 金額

【業務活動収支】

  業務支出 371,335

    業務費用支出 188,929

      人件費支出 117,470

      物件費等支出 51,115

      支払利息支出 4,215

      その他の支出 16,130

    移転費用支出 182,406

      補助金等支出 158,016

      社会保障給付支出 19,246

      他会計への繰出支出 4,752

      その他の支出 392

  業務収入 398,324

    税収等収入 285,025

    国県等補助金収入 93,813

    使用料及び手数料収入 9,219

    その他の収入 10,267

  臨時支出 3,424

    災害復旧事業費支出 3,424

    その他の支出 -

  臨時収入 2,795

業務活動収支 26,360

【投資活動収支】

  投資活動支出 144,957

    公共施設等整備費支出 35,537

    基金積立金支出 9,157

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 100,263

    その他の支出 -

  投資活動収入 129,287

    国県等補助金収入 14,651

    基金取崩収入 9,443

    貸付金元金回収収入 102,783

    資産売却収入 713

    その他の収入 1,697

投資活動収支 -15,670

【財務活動収支】

  財務活動支出 125,372

    地方債償還支出 125,370

    その他の支出 2

  財務活動収入 124,283

    地方債発行収入 124,283

前年度末歳計外現金残高 981

本年度歳計外現金増減額 163

本年度末歳計外現金残高 1,143

本年度末現金預金残高 27,734

    その他の収入 -

財務活動収支 -1,089

本年度資金収支額 9,601

前年度末資金残高 16,990

本年度末資金残高 26,591



会計：連結会計 （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 2,012,505   固定負債 1,161,908

    有形固定資産 1,802,937     地方債等 896,010

      事業用資産 492,596     長期未払金 1

        土地 169,159     退職手当引当金 108,011

        立木竹 137,951     損失補償等引当金 13,530

        建物 391,364     その他 144,356

        建物減価償却累計額 -219,033   流動負債 146,389

        工作物 28,044     １年内償還予定地方債等 125,000

        工作物減価償却累計額 -17,327     未払金 5,447

        船舶 -     未払費用 437

        船舶減価償却累計額 -     前受金 677

        浮標等 -     前受収益 2

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 8,904

        航空機 2,394     預り金 1,382

        航空機減価償却累計額 -479     その他 4,539

        その他 84 負債合計 1,308,298

        その他減価償却累計額 -43 【純資産の部】

        建設仮勘定 483   固定資産等形成分 2,045,015

      インフラ資産 1,275,182   余剰分（不足分） -1,229,354

        土地 127,676   他団体出資等分 222

        建物 37,614

        建物減価償却累計額 -18,910

        工作物 2,076,808

        工作物減価償却累計額 -973,118

        その他 53

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 25,059

      物品 67,170

      物品減価償却累計額 -32,011

    無形固定資産 1,657

      ソフトウェア 1,212

      その他 445

    投資その他の資産 207,911

      投資及び出資金 17,304

        有価証券 11,780

        出資金 5,524

        その他 -

      長期延滞債権 6,613

      長期貸付金 30,816

      基金 98,190

        減債基金 30,342

        その他 67,848

      その他 56,472

      徴収不能引当金 -1,485

  流動資産 111,676

    現金預金 65,419

    未収金 8,722

    短期貸付金 1,438

    基金 31,073

      財政調整基金 17,224

      減債基金 13,848

    棚卸資産 456

    その他 4,703

    徴収不能引当金 -134

  繰延資産 - 純資産合計 815,884

資産合計 2,124,181 負債及び純資産合計 2,124,181

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

連結貸借対照表
（令和3年3月31日現在）



会計：連結会計 （単位：百万円）

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

連結行政コスト計算書
自　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日

科目 金額

  経常費用 526,936

    業務費用 283,084

      人件費 132,116

        職員給与費 109,531

        賞与等引当金繰入額 9,687

        退職手当引当金繰入額 7,808

        その他 5,090

      物件費等 125,870

        物件費 56,236

        維持補修費 14,200

        減価償却費 54,747

        その他 687

      その他の業務費用 25,097

        支払利息 4,410

        徴収不能引当金繰入額 67

        その他 20,621

    移転費用 243,852

      補助金等 224,335

      社会保障給付 18,973

      その他 544

  経常収益 58,588

    使用料及び手数料 15,065

    その他 43,523

純経常行政コスト 468,348

  臨時損失 4,347

    災害復旧事業費 3,424

    資産除売却損 729

    損失補償等引当金繰入額 63

    その他 132

  臨時利益 1,004

    資産売却益 297

    その他 707

純行政コスト 471,691



会計：連結会計 （単位：百万円）

科目 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 787,269 1,895,453 -1,111,076 2,892

  純行政コスト（△） -471,691 -471,691 -

  財源 475,733 475,733 -

    税収等 341,786 341,786 -

    国県等補助金 133,947 133,947 -

  本年度差額 4,042 4,042 -

  固定資産等の変動（内部変動） -12,216 12,216

    有形固定資産等の増加 40,462 -40,462

    有形固定資産等の減少 -57,098 57,098

    貸付金・基金等の増加 162,815 -162,815

    貸付金・基金等の減少 -158,396 158,396

  資産評価差額 7 7

  無償所管換等 1,434 1,434

  他団体出資等分の増加 -290 290

  他団体出資等分の減少 2,960 -2,960

  比例連結割合変更に伴う差額 -24 - -24 -

  その他 23,155 160,337 -137,182

  本年度純資産変動額 28,614 149,562 -118,278 -2,670

本年度末純資産残高 815,884 2,045,015 -1,229,354 222

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

連結純資産変動計算書
自　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日


	財務諸表（一般会計）
	財務諸表（連結）

