
（単位：百万円）

金額 金額
【資産の部】 【負債の部】
固定資産 3,600,460 固定負債 1,648,973
有形固定資産 2,967,695 地方債等 1,443,083
事業用資産 1,208,874 長期未払金 19,482
土地 599,688 退職手当引当金 180,361
立木竹 77 損失補償等引当金 3,082
建物 1,720,685 その他 2,965
建物減価償却累計額 △1,143,105 流動負債 188,933
工作物 100,775 1年内償還予定地方債等 152,759
工作物減価償却累計額 △81,162 未払金 1,389
船舶 - 未払費用 -
船舶減価償却累計額 - 前受金 -
浮標等 39 前受収益 -
浮標等減価償却累計額 △38 賞与等引当金 19,792
航空機 2,466 預り金 14,284
航空機減価償却累計額 △2,466 その他 709
その他 -                  1,837,906
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 11,916 固定資産等形成分 3,679,294

インフラ資産 1,738,350 余剰分（不足分） △1,798,699
土地 1,322,263
建物 75,275
建物減価償却累計額 △43,194
工作物 1,404,065
工作物減価償却累計額 △1,051,000
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 30,941

物品 46,684
物品減価償却累計額 △26,213

無形固定資産 5,566
ソフトウェア 1,154
その他 4,412

投資その他の資産 627,200
投資及び出資金 639,707
有価証券 51,164
出資金 588,543
その他 -

投資損失引当金 △344,278
長期延滞債権 6,633
長期貸付金 80,240
基金 235,272
減債基金 200,635
その他 34,638

その他 10,511
徴収不能引当金 △885

流動資産 118,041
現金預金 31,849
未収金 7,497
短期貸付金 30,743
基金 48,092
財政調整基金 14,234
減債基金 33,858

棚卸資産 -
その他 60
徴収不能引当金 △198           1,880,596

3,718,502       3,718,502

※基準日は会計年度末（3月31日）とし、出納閉鎖日（翌年度の5月31日）までに現金の受払い等を終了した後の計数をもって会計年度末の

    計数としている

※表示単位未満四捨五入のため合計が一致しない場合がある

一般会計等貸借対照表
（令和3年3月31日現在）

科目 科目

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）

金額

経常費用 1,340,119

業務費用 550,442

人件費 266,765

職員給与費 213,785

賞与等引当金繰入額 19,792

退職手当引当金繰入額 15,095

その他 18,094

物件費等 264,309

物件費 144,733

維持補修費 65,472

減価償却費 54,104

その他 -

その他の業務費用 19,368

支払利息 14,917

徴収不能引当金繰入額 768

その他 3,682

移転費用 789,677

補助金等 375,125

社会保障給付 318,757

他会計への繰出金 93,197

その他 2,597

経常収益 74,759

使用料及び手数料 39,119

その他 35,641

純経常行政コスト 1,265,360

臨時損失 524

災害復旧事業費 -

資産除売却損 509

投資損失引当金繰入額 15

損失補償等引当金繰入額 -

その他 -

臨時利益 2,702

資産売却益 658

その他 2,044

純行政コスト 1,263,182

※基準日は会計年度末（3月31日）とし、出納閉鎖日（翌年度の

   5月31日）までに現金の受払い等を終了した後の計数をもって会計

   年度末の計数としている

※表示単位未満四捨五入のため合計が一致しない場合がある

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



(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 1,848,727          3,660,321 △1,811,594

純行政コスト（△） △1,263,182 △1,263,182

財源 1,262,112          1,262,112

税収等 706,235            706,235

国県等補助金 555,877            555,877

本年度差額 △1,070 △1,070

固定資産等の変動（内部変動） △13,965          13,965

有形固定資産等の増加 29,842 △29,842

有形固定資産等の減少 △53,049          53,049

貸付金・基金等の増加 78,424 △78,424

貸付金・基金等の減少 △69,181          69,181

資産評価差額 8                     8

無償所管換等 32,930              32,930

その他 -                     -                     -

本年度純資産変動額 31,869              18,973              12,895

本年度末純資産残高 1,880,596          3,679,294 △1,798,699

※基準日は会計年度末（3月31日）とし、出納閉鎖日（翌年度の5月31日）までに現金の受払い等を終了した後の

   計数をもって会計年度末の計数としている

※表示単位未満四捨五入のため合計が一致しない場合がある

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



（単位：百万円）

【業務活動収支】

業務支出 1,284,604
業務費用支出 494,928
人件費支出 270,034
物件費等支出 206,365
支払利息支出 14,917
その他の支出 3,611

移転費用支出 789,677
補助金等支出 375,125
社会保障給付支出 318,757
他会計への繰出支出 93,197
その他の支出 2,597

業務収入 1,305,615
税収等収入 700,915
国県等補助金収入 530,489
使用料及び手数料収入 39,165
その他の収入 35,046

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 21,011
【投資活動収支】
投資活動支出 160,810
公共施設等整備費支出 29,842
基金積立金支出 54,458
投資及び出資金支出 2,758
貸付金支出 73,752
その他の支出 -

投資活動収入 148,453
国県等補助金収入 25,388
基金取崩収入 40,654
貸付金元金回収収入 81,295
資産売却収入 1,116
その他の収入 -

投資活動収支 △12,357
【財務活動収支】
財務活動支出 170,628
地方債等償還支出 169,667
その他の支出 961

財務活動収入 167,284
地方債等発行収入 167,284
その他の収入 -

財務活動収支 △3,344
5,310
12,255
17,564

前年度末歳計外現金残高 12,510
本年度歳計外現金増減額 1,774
本年度末歳計外現金残高 14,284
本年度末現金預金残高 31,849

※基準日は会計年度末（3月31日）とし、出納閉鎖日（翌年度の5月31日）までに

   現金の受払い等を終了した後の計数をもって会計年度末の計数としている

※表示単位未満四捨五入のため合計が一致しない場合がある

前年度末資金残高
本年度末資金残高

本年度資金収支額

金額

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


