
【様式第1号】

自治体名：宮崎県

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 1,534,427   固定負債 895,952

    有形固定資産 1,409,963     地方債 768,985

      事業用資産 241,135     長期未払金 2,589

        土地 90,154     退職手当引当金 119,215

        立木竹 19,294     損失補償等引当金 4,649

        建物 361,374     その他 513

        建物減価償却累計額 -234,946   流動負債 88,309

        工作物 22,463     １年内償還予定地方債 76,837

        工作物減価償却累計額 -20,043     未払金 900

        船舶 2,841     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -2,841     前受金 -

        浮標等 2,363     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -563     賞与等引当金 9,041

        航空機 918     預り金 1,510

        航空機減価償却累計額 -918     その他 21

        その他 720 負債合計 984,261

        その他減価償却累計額 -6 【純資産の部】

        建設仮勘定 323   固定資産等形成分 1,581,629

      インフラ資産 1,160,833   余剰分（不足分） -960,624

        土地 192,561

        建物 26,235

        建物減価償却累計額 -15,276

        工作物 2,365,662

        工作物減価償却累計額 -1,412,543

        その他 12

        その他減価償却累計額 0

        建設仮勘定 4,182

      物品 11,511

      物品減価償却累計額 -3,516

    無形固定資産 1,453

      ソフトウェア 1,433

      その他 20

    投資その他の資産 123,012

      投資及び出資金 14,639

        有価証券 -

        出資金 14,639

        その他 -

      投資損失引当金 -104

      長期延滞債権 1,442

      長期貸付金 42,849

      基金 64,261

        減債基金 4,165

        その他 60,096

      その他 -

      徴収不能引当金 -75

  流動資産 70,838

    現金預金 22,854

    未収金 827

    短期貸付金 3,173

    基金 44,029

      財政調整基金 11,723

      減債基金 32,306

    棚卸資産 3

    その他 -

    徴収不能引当金 -48 純資産合計 621,005

資産合計 1,605,265 負債及び純資産合計 1,605,265

貸借対照表
（令和3年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：宮崎県

会計：一般会計等 （単位：百万円）

    その他 1,320

純行政コスト 488,944

    その他 49

  臨時利益 1,777

    資産売却益 457

    資産除売却損 1,017

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 81

純経常行政コスト 483,545

  臨時損失 7,177

    災害復旧事業費 6,029

  経常収益 23,282

    使用料及び手数料 9,655

    その他 13,627

      社会保障給付 13,928

      他会計への繰出金 7,287

      その他 1,370

        その他 2,560

    移転費用 221,803

      補助金等 199,218

      その他の業務費用 6,251

        支払利息 3,568

        徴収不能引当金繰入額 123

        維持補修費 40,508

        減価償却費 51,823

        その他 -

        その他 4,456

      物件費等 132,971

        物件費 40,640

        職員給与費 122,998

        賞与等引当金繰入額 9,041

        退職手当引当金繰入額 9,308

  経常費用 506,827

    業務費用 285,025

      人件費 145,803

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



【様式第3号】

自治体名：宮崎県

会計：一般会計等 （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 616,632 1,586,066 -969,435

  純行政コスト（△） -488,944 -488,944

  財源 492,558 492,558

    税収等 342,449 342,449

    国県等補助金 150,109 150,109

  本年度差額 3,614 3,614

  固定資産等の変動（内部変動） -4,900 4,900

    有形固定資産等の増加 39,091 -39,091

    有形固定資産等の減少 -53,127 53,127

    貸付金・基金等の増加 86,802 -86,802

    貸付金・基金等の減少 -77,666 77,666

  資産評価差額 -1 -1

  無償所管換等 891 891

  その他 -130 -427 297

  本年度純資産変動額 4,373 -4,437 8,811

本年度末純資産残高 621,005 1,581,629 -960,624

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



【様式第4号】

自治体名：宮崎県

会計：一般会計等 （単位：百万円）

前年度末歳計外現金残高 1,810

本年度歳計外現金増減額 166

本年度末歳計外現金残高 1,976

本年度末現金預金残高 22,854

    その他の収入 -

財務活動収支 3,100

本年度資金収支額 5,632

前年度末資金残高 15,247

本年度末資金残高 20,878

  財務活動支出 98,016

    地方債償還支出 97,972

    その他の支出 44

  財務活動収入 101,116

    地方債発行収入 101,116

    貸付金元金回収収入 50,397

    資産売却収入 852

    その他の収入 10

投資活動収支 -30,771

【財務活動収支】

    貸付金支出 49,228

    その他の支出 -

  投資活動収入 96,693

    国県等補助金収入 16,252

    基金取崩収入 29,183

【投資活動収支】

  投資活動支出 127,464

    公共施設等整備費支出 39,087

    基金積立金支出 39,149

    投資及び出資金支出 -

  臨時支出 6,137

    災害復旧事業費支出 6,029

    その他の支出 108

  臨時収入 4,374

業務活動収支 33,303

  業務収入 514,932

    税収等収入 362,252

    国県等補助金収入 129,484

    使用料及び手数料収入 9,648

    その他の収入 13,548

    移転費用支出 221,803

      補助金等支出 199,218

      社会保障給付支出 13,928

      他会計への繰出支出 7,287

      その他の支出 1,370

    業務費用支出 258,064

      人件費支出 149,788

      物件費等支出 82,180

      支払利息支出 3,568

      その他の支出 22,528

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 479,866



【様式第1号】

自治体名：宮崎県

会計：全体会計 （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 1,611,612   固定負債 928,064

    有形固定資産 1,471,480     地方債等 791,697

      事業用資産 267,830     長期未払金 2,589

        土地 94,490     退職手当引当金 123,136

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 4,649

        立木竹 19,294     その他 5,993

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 116,046

        建物 421,910     １年内償還予定地方債等 87,934

        建物減価償却累計額 -276,186     未払金 4,488

        建物減損損失累計額 -     未払費用 661

        工作物 24,336     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -21,552     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 10,026

        船舶 3,120     預り金 1,663

        船舶減価償却累計額 -3,120     その他 11,274

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 1,044,110

        浮標等 3,177 【純資産の部】

        浮標等減価償却累計額 -1,298   固定資産等形成分 1,667,788

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -969,817

        航空機 918   他団体出資等分 -

        航空機減価償却累計額 -918

        航空機減損損失累計額 -

        その他 720

        その他減価償却累計額 -6

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 2,943

      インフラ資産 1,183,873

        土地 201,193

        土地減損損失累計額 -

        建物 35,162

        建物減価償却累計額 -21,118

        建物減損損失累計額 -

        工作物 2,406,758

        工作物減価償却累計額 -1,444,069

        工作物減損損失累計額 -

        その他 1,371

        その他減価償却累計額 -452

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 5,029

      物品 58,273

      物品減価償却累計額 -38,496

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 2,209

      ソフトウェア 2,040

      その他 169

    投資その他の資産 137,923

      投資及び出資金 18,828

        有価証券 4,180

        出資金 14,648

        その他 -

      長期延滞債権 1,444

      長期貸付金 42,887

      基金 73,368

        減債基金 5,092

        その他 68,277

      その他 1,575

      徴収不能引当金 -75

  流動資産 130,469

    現金預金 34,527

    未収金 7,755

    短期貸付金 12,147

    基金 44,029

      財政調整基金 11,723

      減債基金 32,306

    棚卸資産 220

    その他 31,904

    徴収不能引当金 -113

  繰延資産 - 純資産合計 697,971

資産合計 1,742,081 負債及び純資産合計 1,742,081

連結貸借対照表
（令和3年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：宮崎県

会計：全体会計 （単位：百万円）

    資産売却益 457

    その他 2,213

純行政コスト 594,621

    損失補償等引当金繰入額 81

    その他 629

  臨時利益 2,670

  臨時損失 7,803

    災害復旧事業費 6,029

    資産除売却損 1,063

    使用料及び手数料 40,607

    その他 14,477

純経常行政コスト 589,488

      社会保障給付 13,928

      その他 1,376

  経常収益 55,084

        その他 6,123

    移転費用 319,067

      補助金等 303,763

      その他の業務費用 10,217

        支払利息 3,967

        徴収不能引当金繰入額 127

        維持補修費 41,630

        減価償却費 55,891

        その他 219

        その他 7,310

      物件費等 152,234

        物件費 54,495

        職員給与費 135,868

        賞与等引当金繰入額 10,181

        退職手当引当金繰入額 9,694

  経常費用 644,572

    業務費用 325,505

      人件費 163,054

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



【様式第3号】

自治体名：宮崎県

会計：全体会計 （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 684,786 1,666,924 -982,138 -

  純行政コスト（△） -594,621 -594,621 -

  財源 604,907 604,907 -

    税収等 416,677 416,677 -

    国県等補助金 188,230 188,230 -

  本年度差額 10,286 10,286 -

  固定資産等の変動（内部変動） -447 447

    有形固定資産等の増加 44,543 -44,543

    有形固定資産等の減少 -58,020 58,020

    貸付金・基金等の増加 139,322 -139,322

    貸付金・基金等の減少 -126,293 126,293

  資産評価差額 847 847

  無償所管換等 891 891

  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 1,161 -427 1,588

  本年度純資産変動額 13,185 864 12,321 -

本年度末純資産残高 697,971 1,667,788 -969,817 -

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



【様式第4号】

自治体名：宮崎県

会計：全体会計 （単位：百万円）

前年度末歳計外現金残高 1,810

本年度歳計外現金増減額 166

本年度末歳計外現金残高 1,976

本年度末現金預金残高 34,527

財務活動収支 8,251

本年度資金収支額 8,631

前年度末資金残高 23,920

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 32,551

    地方債等償還支出 102,267

    その他の支出 202

  財務活動収入 110,720

    地方債等発行収入 110,570

    その他の収入 150

    資産売却収入 856

    その他の収入 12,938

投資活動収支 -36,463

【財務活動収支】

  財務活動支出 102,468

    その他の支出 300

  投資活動収入 109,949

    国県等補助金収入 16,260

    基金取崩収入 29,183

    貸付金元金回収収入 50,712

  投資活動支出 146,412

    公共施設等整備費支出 44,050

    基金積立金支出 42,414

    投資及び出資金支出 9,952

    貸付金支出 49,696

    災害復旧事業費支出 6,029

    その他の支出 687

  臨時収入 5,266

業務活動収支 36,843

【投資活動収支】

    税収等収入 436,434

    国県等補助金収入 167,605

    使用料及び手数料収入 39,046

    その他の収入 14,298

  臨時支出 6,716

    移転費用支出 319,067

      補助金等支出 303,763

      社会保障給付支出 13,928

      その他の支出 1,376

  業務収入 657,382

    業務費用支出 300,022

      人件費支出 166,525

      物件費等支出 97,643

      支払利息支出 3,967

      その他の支出 31,887

連結資金収支計算書
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 619,089



【様式第1号】

自治体名：宮崎県

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 1,640,884   固定負債 939,959

    有形固定資産 1,522,904     地方債等 797,105

      事業用資産 318,023     長期未払金 6,695

        土地 113,614     退職手当引当金 123,689

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 19

        立木竹 46,169     その他 12,449

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 119,253

        建物 425,286     １年内償還予定地方債等 88,721

        建物減価償却累計額 -276,957     未払金 6,355

        建物減損損失累計額 -     未払費用 724

        工作物 27,260     前受金 266

        工作物減価償却累計額 -23,162     前受収益 17

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 10,086

        船舶 3,176     預り金 1,781

        船舶減価償却累計額 -3,176     その他 11,304

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 1,059,212

        浮標等 3,177 【純資産の部】

        浮標等減価償却累計額 -1,298   固定資産等形成分 1,696,584

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -972,664

        航空機 918   他団体出資等分 -1,734

        航空機減価償却累計額 -918

        航空機減損損失累計額 -

        その他 1,410

        その他減価償却累計額 -557

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 3,080

      インフラ資産 1,183,873

        土地 201,193

        土地減損損失累計額 -

        建物 35,162

        建物減価償却累計額 -21,118

        建物減損損失累計額 -

        工作物 2,406,758

        工作物減価償却累計額 -1,444,069

        工作物減損損失累計額 -

        その他 1,371

        その他減価償却累計額 -452

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 5,029

      物品 62,156

      物品減価償却累計額 -41,148

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 2,325

      ソフトウェア 2,151

      その他 174

    投資その他の資産 115,655

      投資及び出資金 14,145

        有価証券 4,218

        出資金 9,927

        その他 0

      長期延滞債権 1,447

      長期貸付金 14,867

      基金 83,063

        減債基金 5,092

        その他 77,971

      その他 2,218

      徴収不能引当金 -85

  流動資産 140,515

    現金預金 42,560

    未収金 9,271

    短期貸付金 11,671

    基金 44,029

      財政調整基金 11,723

      減債基金 32,306

    棚卸資産 1,113

    その他 31,986

    徴収不能引当金 -116

  繰延資産 - 純資産合計 722,186

資産合計 1,781,398 負債及び純資産合計 1,781,398

連結貸借対照表
（令和3年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：宮崎県

会計：連結会計 （単位：百万円）

    資産売却益 457

    その他 1,233

純行政コスト 603,209

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 672

  臨時利益 1,690

  臨時損失 7,831

    災害復旧事業費 6,029

    資産除売却損 1,130

    使用料及び手数料 41,102

    その他 17,712

純経常行政コスト 597,068

      社会保障給付 13,928

      その他 1,655

  経常収益 58,814

        その他 6,378

    移転費用 318,199

      補助金等 302,615

      その他の業務費用 10,528

        支払利息 4,022

        徴収不能引当金繰入額 128

        維持補修費 41,720

        減価償却費 56,416

        その他 2,072

        その他 8,265

      物件費等 160,641

        物件費 60,434

        職員給与費 138,195

        賞与等引当金繰入額 10,241

        退職手当引当金繰入額 9,812

  経常費用 655,882

    業務費用 337,683

      人件費 166,514

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



【様式第3号】

自治体名：宮崎県

会計：連結会計 （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 717,477 1,698,101 -979,328 -1,297

  純行政コスト（△） -603,209 -601,811 -1,398

  財源 606,503 605,546 956

    税収等 417,228 417,197 31

    国県等補助金 189,275 188,349 926

  本年度差額 3,294 3,735 -441

  固定資産等の変動（内部変動） -2,162 2,162

    有形固定資産等の増加 45,292 -45,292

    有形固定資産等の減少 -59,660 59,660

    貸付金・基金等の増加 141,510 -141,510

    貸付金・基金等の減少 -129,304 129,304

  資産評価差額 135 135

  無償所管換等 891 891

  他団体出資等分の増加 -4 4

  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 390 -382 772

  本年度純資産変動額 4,710 -1,517 6,664 -437

本年度末純資産残高 722,186 1,696,584 -972,664 -1,734

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



【様式第4号】

自治体名：宮崎県

会計：連結会計 （単位：百万円）

前年度末歳計外現金残高 1,810

本年度歳計外現金増減額 166

本年度末歳計外現金残高 1,976

本年度末現金預金残高 42,560

財務活動収支 7,668

本年度資金収支額 2,893

前年度末資金残高 37,691

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 40,584

    地方債等償還支出 103,811

    その他の支出 243

  財務活動収入 111,722

    地方債等発行収入 111,568

    その他の収入 154

    資産売却収入 975

    その他の収入 13,372

投資活動収支 -36,391

【財務活動収支】

  財務活動支出 104,054

    その他の支出 397

  投資活動収入 112,267

    国県等補助金収入 16,260

    基金取崩収入 31,326

    貸付金元金回収収入 50,333

  投資活動支出 148,658

    公共施設等整備費支出 44,545

    基金積立金支出 44,618

    投資及び出資金支出 10,111

    貸付金支出 48,987

    災害復旧事業費支出 6,029

    その他の支出 696

  臨時収入 5,379

業務活動収支 31,616

【投資活動収支】

    税収等収入 437,014

    国県等補助金収入 168,290

    使用料及び手数料収入 39,467

    その他の収入 18,622

  臨時支出 6,725

    移転費用支出 318,159

      補助金等支出 302,598

      社会保障給付支出 13,928

      その他の支出 1,632

  業務収入 663,393

    業務費用支出 312,271

      人件費支出 169,967

      物件費等支出 106,070

      支払利息支出 4,022

      その他の支出 32,212

連結資金収支計算書
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 630,430
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