
（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 854,956   固定負債 649,939

    有形固定資産 719,629     地方債 576,103

      事業用資産 190,825     長期未払金 130

        土地 61,163     退職手当引当金 68,057

        立木竹 7,337     損失補償等引当金 5,649

        建物 286,838     その他 -

        建物減価償却累計額 -168,243   流動負債 74,345

        工作物 8,186     １年内償還予定地方債 58,791

        工作物減価償却累計額 -6,826     未払金 43

        船舶 3,479     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -2,527     前受金 -

        浮標等 46     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -46     賞与等引当金 6,256

        航空機 2,159     預り金 901

        航空機減価償却累計額 -2,159     その他 8,353

        その他 0 負債合計 724,283

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 1,418   固定資産等形成分 872,719

      インフラ資産 523,241   余剰分（不足分） -708,481

        土地 26,914

        建物 4,718

        建物減価償却累計額 -3,498

        工作物 2,239,261

        工作物減価償却累計額 -1,790,497

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 46,343

      物品 21,962

      物品減価償却累計額 -16,399

    無形固定資産 479

      ソフトウェア 477

      その他 1

    投資その他の資産 134,848

      投資及び出資金 40,972

        有価証券 841

        出資金 40,131

        その他 -

      投資損失引当金 -11,346

      長期延滞債権 2,396

      長期貸付金 57,851

      基金 46,041

        減債基金 2,679

        その他 43,363

      その他 -

      徴収不能引当金 -1,065

  流動資産 33,565

    現金預金 15,136

    未収金 668

    短期貸付金 3,789

    基金 13,973

      財政調整基金 4,003

      減債基金 9,970

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -2 純資産合計 164,238

資産合計 888,521 負債及び純資産合計 888,521

一般会計等 貸借対照表
（令和3年3月31日現在）



（単位：百万円）

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

  経常費用 316,918

    業務費用 202,455

      人件費 90,975

        職員給与費 73,939

        賞与等引当金繰入額 6,256

        退職手当引当金繰入額 6,732

        その他 4,048

      物件費等 95,580

        物件費 39,950

        維持補修費 21,289

        減価償却費 34,341

        その他 -

      その他の業務費用 15,900

        支払利息 4,032

        徴収不能引当金繰入額 38

        その他 11,830

    移転費用 114,463

      補助金等 106,145

      社会保障給付 2,901

      他会計への繰出金 3,003

      その他 2,414

  経常収益 9,876

    使用料及び手数料 4,001

    その他 5,875

純経常行政コスト 307,042

  臨時損失 3,852

    災害復旧事業費 2,405

    資産除売却損 250

    投資損失引当金繰入額 750

    損失補償等引当金繰入額 238

    その他 484

純行政コスト 309,827

    その他 210

  臨時利益 1,068

    資産売却益 583



（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 148,247 867,540 -719,293

  純行政コスト（△） -309,827 -309,827

  財源 324,053 324,053

    税収等 228,975 228,975

    国県等補助金 95,078 95,078

  本年度差額 14,225 14,225

  固定資産等の変動（内部変動） 3,413 -3,413

    有形固定資産等の増加 32,154 -32,154

    有形固定資産等の減少 -34,609 34,609

    貸付金・基金等の増加 18,441 -18,441

    貸付金・基金等の減少 -12,572 12,572

  資産評価差額 130 130

  無償所管換等 1,682 1,682

  その他 -47 -47 -

  本年度純資産変動額 15,990 5,178 10,812

本年度末純資産残高 164,238 872,719 -708,481

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）

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

【業務活動収支】

  業務支出 284,796

    業務費用支出 170,282

      人件費支出 93,195

      物件費等支出 61,328

      支払利息支出 4,032

      その他の支出 11,727

    移転費用支出 114,514

      補助金等支出 106,196

      社会保障給付支出 2,901

      他会計への繰出支出 3,003

      その他の支出 2,414

  業務収入 289,782

    税収等収入 227,873

    国県等補助金収入 52,136

    使用料及び手数料収入 4,007

    その他の収入 5,767

  臨時支出 2,405

    災害復旧事業費支出 2,405

    その他の支出 -

  臨時収入 1,489

業務活動収支 4,069

【投資活動収支】

  投資活動支出 50,200

    公共施設等整備費支出 32,154

    基金積立金支出 15,537

    投資及び出資金支出 305

    貸付金支出 2,205

    その他の支出 -

  投資活動収入 54,009

    国県等補助金収入 41,454

    基金取崩収入 8,997

    貸付金元金回収収入 2,196

    資産売却収入 602

    その他の収入 761

投資活動収支 3,808

【財務活動収支】

  財務活動支出 73,950

    地方債償還支出 73,950

    その他の支出 -

  財務活動収入 75,350

    地方債発行収入 75,350

前年度末歳計外現金残高 1,038

本年度歳計外現金増減額 -137

本年度末歳計外現金残高 901

本年度末現金預金残高 15,136

    その他の収入 -

財務活動収支 1,400

本年度資金収支額 9,277

前年度末資金残高 4,958

本年度末資金残高 14,235


