
（単位：百万円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 1,497,645 ※ 固定負債 767,532 ※

有形固定資産 1,395,751 地方債 662,785
事業用資産 212,299 長期未払金 1,309

土地 102,067 退職手当引当金 102,958
立木竹 2,524 損失補償等引当金 460
建物 234,339 その他 21
建物減価償却累計額 △ 171,395 流動負債 71,064
工作物 19,746 1年内償還予定地方債 58,575
工作物減価償却累計額 △ 11,165 未払金 385
船舶 459 未払費用 -
船舶減価償却累計額 △ 412 前受金 191
浮標等 557 前受収益 -
浮標等減価償却累計額 △ 557 賞与等引当金 9,019
航空機 1,407 預り金 2,881
航空機減価償却累計額 - その他 13
その他 - 838,596
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 34,729 固定資産等形成分 1,519,289

インフラ資産 1,171,099 ※ 余剰分（不足分） △ 818,642
土地 324,801
建物 6,693
建物減価償却累計額 △ 5,153
工作物 1,822,052
工作物減価償却累計額 △ 1,031,444
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 54,151

物品 31,726
物品減価償却累計額 △ 19,374

無形固定資産 377
ソフトウェア 371
その他 6

投資その他の資産 101,518 ※

投資及び出資金 21,057
有価証券 71
出資金 20,801
その他 185

投資損失引当金 △ 62
長期延滞債権 2,426
長期貸付金 20,922
基金 57,025

減債基金 16,566
その他 40,459

その他 206
徴収不能引当金 △ 55

流動資産 41,598 ※

現金預金 19,239
未収金 721
短期貸付金 3,913
基金 17,731

財政調整基金 17,731
減債基金 0

棚卸資産 -
その他 0
徴収不能引当金 △ 5 700,647

1,539,243 1,539,243

※ 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。

一般会計等　貸借対照表
（令和３年３月３１日現在）

科目 金額 科目 金額

負債合計

純資産合計
資産合計 負債及び純資産合計



（単位：百万円）

経常費用 393,840 ※

業務費用 214,809 ※

人件費 119,247 ※

職員給与費 96,968
賞与等引当金繰入額 9,019
退職手当引当金繰入額 9,946
その他 3,315

物件費等 91,069
物件費 34,542
維持補修費 13,710
減価償却費 42,583
その他 234

その他の業務費用 4,493 ※

支払利息 2,852
徴収不能引当金繰入額 23
その他 1,619

移転費用 179,031
補助金等 162,524
社会保障給付 9,269
他会計への繰出金 5,268
その他 1,970

経常収益 11,549
使用料及び手数料 5,613
その他 5,936

純経常行政コスト △ 382,291
臨時損失 8,286 ※

災害復旧事業費 7,232
資産除売却損 901
投資損失引当金繰入額 -
損失補償等引当金繰入額 -
その他 152

臨時利益 650
資産売却益 564
その他 86

純行政コスト △ 389,927

※ 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。

一般会計等　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



（単位：百万円）

前年度末純資産残高 720,549 ※ 1,522,207 △ 801,657

純行政コスト（△） △ 389,927 △ 389,927

財源 370,020 370,020

税収等 278,262 278,262

国県等補助金 91,758 91,758

本年度差額 △ 19,907 △ 19,907

固定資産等の変動（内部変動） △ 2,923 ※ 2,923 ※

有形固定資産等の増加 34,172 △ 34,172

有形固定資産等の減少 △ 40,980 40,980

貸付金・基金等の増加 23,083 △ 23,083

貸付金・基金等の減少 △ 19,199 19,199

資産評価差額 - -

無償所管換等 5 5

その他 - - -

本年度純資産変動額 △ 19,902 △ 2,918 △ 16,984

本年度末純資産残高 700,647 ※ 1,519,289 △ 818,642 ※

※ 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。

一般会計等　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 合計 固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）



（単位：百万円）

【業務活動収支】
業務支出 395,691 ※

業務費用支出 201,264 ※

人件費支出 126,082
物件費等支出 54,084
支払利息支出 2,852
その他の支出 18,245

移転費用支出 194,427
補助金等支出 177,920
社会保障給付支出 9,269
他会計への繰出支出 5,268
その他の支出 1,970

業務収入 395,625
税収等収入 311,763
国県等補助金収入 72,380
使用料及び手数料収入 5,618
その他の収入 5,864

臨時支出 7,250
災害復旧事業費支出 7,250
その他の支出 -

臨時収入 5,437
業務活動収支 △ 1,879
【投資活動収支】

投資活動支出 133,855 ※

公共施設等整備費支出 31,768
基金積立金支出 17,500
投資及び出資金支出 -
貸付金支出 84,588
その他の支出 -

投資活動収入 138,290 ※

国県等補助金収入 35,108
基金取崩収入 12,940
貸付金元金回収収入 89,677
資産売却収入 564
その他の収入 -

投資活動収支 4,434 ※

【財務活動収支】
財務活動支出 102,575

地方債償還支出 102,472
その他の支出 103

財務活動収入 103,875
地方債発行収入 103,875
その他の収入 -

財務活動収支 1,300
3,854 ※

12,503
16,358 ※

前年度末歳計外現金残高 1,998
本年度歳計外現金増減額 882
本年度末歳計外現金残高 2,881 ※

本年度末現金預金残高 19,239

※ 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。

前年度末資金残高
本年度末資金残高

一般会計等　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

本年度資金収支額



（単位：百万円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 1,509,240 ※ 固定負債 771,043

有形固定資産 1,404,626 ※ 地方債等 665,803
事業用資産 217,968 ※ 長期未払金 1,309

土地 107,723 退職手当引当金 102,977
立木竹 2,524 損失補償等引当金 460
建物 234,339 その他 494
建物減価償却累計額 △ 171,396 流動負債 71,356 ※

工作物 19,824 1年内償還予定地方債等 58,787
工作物減価償却累計額 △ 11,239 未払金 460
船舶 459 未払費用 0
船舶減価償却累計額 △ 412 前受金 191
浮標等 557 前受収益 -
浮標等減価償却累計額 △ 557 賞与等引当金 9,024
航空機 1,407 預り金 2,881
航空機減価償却累計額 - その他 14
その他 - 842,399
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 34,737 固定資産等形成分 1,530,847

インフラ資産 1,173,600 余剰分（不足分） △ 803,997
土地 325,215
建物 7,332
建物減価償却累計額 △ 5,584
工作物 1,827,765
工作物減価償却累計額 △ 1,035,461
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 54,333

物品 33,785
物品減価償却累計額 △ 20,727

無形固定資産 377
ソフトウェア 371
その他 6

投資その他の資産 104,238
投資及び出資金 21,057

有価証券 71
出資金 20,801
その他 185

投資損失引当金 △ 62
長期延滞債権 2,428
長期貸付金 20,922
基金 57,913

減債基金 16,566
その他 41,347

その他 2,035
徴収不能引当金 △ 55

流動資産 60,009 ※

現金預金 37,616
未収金 749
短期貸付金 3,913
基金 17,731

財政調整基金 17,731
減債基金 0

棚卸資産 6
その他 0
徴収不能引当金 △ 5

繰延資産 - 726,849 ※

1,569,249 1,569,249 ※

※ 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。

負債合計

純資産合計
資産合計 負債及び純資産合計

全体貸借対照表
（令和３年３月３１日現在）

科目 金額 科目 金額



（単位：百万円）

経常費用 480,699 ※

業務費用 217,063 ※

人件費 119,306 ※

職員給与費 97,012
賞与等引当金繰入額 9,024
退職手当引当金繰入額 9,946
その他 3,325

物件費等 91,784
物件費 34,946
維持補修費 13,850
減価償却費 42,736
その他 252

その他の業務費用 5,973
支払利息 2,882
徴収不能引当金繰入額 23
その他 3,068

移転費用 263,636
補助金等 247,103
社会保障給付 9,269
他会計への繰出金 5,292
その他 1,972

経常収益 42,382
使用料及び手数料 6,233
その他 36,149

純経常行政コスト △ 438,317
臨時損失 8,287

災害復旧事業費 7,232
資産除売却損 901
投資損失引当金繰入額 -
損失補償等引当金繰入額 -
その他 154

臨時利益 832 ※

資産売却益 747
その他 86

純行政コスト △ 445,771 ※

※ 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。

全体行政コスト計算書
　　　　　　　　　　　　　　　　自　令和２年４月　１日　

　　　　　　　　　　　　　　　　至　令和３年３月３１日

科目 金額



（単位：百万円）

前年度末純資産残高 743,084 1,532,733 △ 789,649

純行政コスト（△） △ 445,771 △ 445,771

財源 429,532 ※ 429,532 ※

税収等 310,170 310,170

国県等補助金 119,361 119,361

本年度差額 △ 16,240 ※ △ 16,240 ※

固定資産等の変動（内部変動） △ 1,891 1,891

有形固定資産等の増加 34,825 △ 34,825

有形固定資産等の減少 △ 41,602 41,602

貸付金・基金等の増加 24,085 △ 24,085

貸付金・基金等の減少 △ 19,199 19,199

資産評価差額 - -

無償所管換等 5 5

その他 - - -

本年度純資産変動額 △ 16,234 ※ △ 1,886 △ 14,348 ※

本年度末純資産残高 726,849 ※ 1,530,847 △ 803,997

※ 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。

全体純資産変動計算書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　自　令和２年４月　１日　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　至　令和３年３月３１日

科目 合計 固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）



（単位：百万円）

【業務活動収支】
業務支出 482,351

業務費用支出 203,319
人件費支出 126,134
物件費等支出 54,609
支払利息支出 2,883
その他の支出 19,693

移転費用支出 279,032
補助金等支出 262,499
社会保障給付支出 9,269
他会計への繰出支出 5,292
その他の支出 1,972

業務収入 485,815
税収等収入 343,652
国県等補助金収入 99,984
使用料及び手数料収入 5,895
その他の収入 36,284

臨時支出 7,250
災害復旧事業費支出 7,250
その他の支出 -

臨時収入 5,437
業務活動収支 1,651
【投資活動収支】

投資活動支出 134,996
公共施設等整備費支出 31,907
基金積立金支出 18,501
投資及び出資金支出 -
貸付金支出 84,588
その他の支出 -

投資活動収入 138,389
国県等補助金収入 35,108
基金取崩収入 12,940
貸付金元金回収収入 89,677
資産売却収入 664
その他の収入 -

投資活動収支 3,394 ※

【財務活動収支】
財務活動支出 102,754 ※

地方債償還支出 102,650
その他の支出 103

財務活動収入 104,018
地方債発行収入 104,018
その他の収入 -

財務活動収支 1,264
6,309

28,426
34,735

前年度末歳計外現金残高 1,998
本年度歳計外現金増減額 882
本年度末歳計外現金残高 2,881 ※

本年度末現金預金残高 37,616

※ 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。

前年度末資金残高
本年度末資金残高

全体資金収支計算書
　　　　　　　　　　　　　自　令和２年４月　１日　
　　　　　　　　　　　　　至　令和３年３月３１日

科目 金額

本年度資金収支額



（単位：百万円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 1,573,099 固定負債 809,836 ※

有形固定資産 1,452,899 ※ 地方債等 682,008
事業用資産 234,876 ※ 長期未払金 1,309

土地 110,265 退職手当引当金 106,344
立木竹 2,524 損失補償等引当金 16,672
建物 251,918 その他 3,502
建物減価償却累計額 △ 177,995 流動負債 79,147 ※

工作物 23,789 1年内償還予定地方債等 60,200
工作物減価償却累計額 △ 13,740 未払金 3,689
船舶 459 未払費用 404
船舶減価償却累計額 △ 412 前受金 202
浮標等 557 前受収益 -
浮標等減価償却累計額 △ 557 賞与等引当金 9,466
航空機 1,407 預り金 3,202
航空機減価償却累計額 - その他 1,986
その他 125 888,983
その他減価償却累計額 △ 2 【純資産の部】
建設仮勘定 36,537 固定資産等形成分 1,467,032

インフラ資産 1,201,844 余剰分（不足分） △ 701,761
土地 352,700 他団体出資等分 0
建物 9,812
建物減価償却累計額 △ 7,305
工作物 1,827,765
工作物減価償却累計額 △ 1,035,461
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 54,333

物品 47,762
物品減価償却累計額 △ 31,583

無形固定資産 2,180
ソフトウェア 1,421
その他 759

投資その他の資産 118,020 ※

投資及び出資金 28,124
有価証券 7,130
出資金 20,809
その他 185

長期延滞債権 2,473
長期貸付金 20,984
基金 64,043

減債基金 16,566
その他 47,477

その他 2,460
徴収不能引当金 △ 64

流動資産 81,156
現金預金 53,049
未収金 4,926
短期貸付金 3,913
基金 17,731

財政調整基金 17,731
減債基金 0

棚卸資産 116
その他 1,426
徴収不能引当金 △ 5

繰延資産 - 765,272 ※

1,654,255 1,654,255

※ 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）

科目 金額 科目 金額

負債合計

純資産合計
資産合計 負債及び純資産合計



（単位：百万円）

経常費用 507,841 ※

業務費用 241,409 ※

人件費 130,245 ※

職員給与費 107,569
賞与等引当金繰入額 9,032
退職手当引当金繰入額 10,003
その他 3,640

物件費等 104,937
物件費 42,566
維持補修費 14,330
減価償却費 44,843
その他 3,198

その他の業務費用 6,226
支払利息 2,886
徴収不能引当金繰入額 24
その他 3,316

移転費用 266,433 ※

補助金等 247,811
社会保障給付 9,269
他会計への繰出金 5,292
その他 4,060

経常収益 62,372 ※

使用料及び手数料 7,311
その他 55,062

純経常行政コスト △ 445,469
臨時損失 8,338

災害復旧事業費 7,232
資産除売却損 902
損失補償等引当金繰入額 -
その他 204

臨時利益 841
資産売却益 749
その他 92

純行政コスト △ 452,966

※ 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



（単位：百万円）

前年度末純資産残高 781,392 1,469,762 △ 688,370 -

純行政コスト（△） △ 452,966 △ 452,966 0

財源 436,854 436,854 0

税収等 311,735 311,735 0

国県等補助金 125,119 125,119 0

本年度差額 △ 16,112 △ 16,112 0

固定資産等の変動（内部変動） △ 2,721 2,721

有形固定資産等の増加 36,038 △ 36,038

有形固定資産等の減少 △ 43,645 43,645

貸付金・基金等の増加 24,085 △ 24,085

貸付金・基金等の減少 △ 19,199 19,199

資産評価差額 △ 14 △ 14

無償所管換等 5 5

他団体出資等分の増加 - -

他団体出資等分の減少 - -

その他 - - -

本年度純資産変動額 △ 16,120 ※ △ 2,729 ※ △ 13,391 0

本年度末純資産残高 765,272 1,467,032 ※ △ 701,761 0

※ 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

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
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