
（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 922,145   固定負債 719,589

    有形固定資産 793,121     地方債 618,270

      事業用資産 220,982     長期未払金 130

        土地 62,098     退職手当引当金 72,817

        立木竹 7,337     損失補償等引当金 5,649

        建物 323,768     その他 22,723

        建物減価償却累計額 -177,100   流動負債 83,673

        工作物 9,512     １年内償還予定地方債 62,668

        工作物減価償却累計額 -7,002     未払金 4,332

        船舶 3,479     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -2,527     前受金 4

        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 6,884

        航空機 2,159     預り金 902

        航空機減価償却累計額 -2,159     その他 8,883

        その他 0 負債合計 803,262

        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 937,225

      インフラ資産 557,190   余剰分（不足分） -761,321

        土地 30,343

        建物 37,310

        建物減価償却累計額 -19,656

        工作物 2,259,256

        工作物減価償却累計額 -1,796,931

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 46,868

      物品 41,514

      物品減価償却累計額 -26,565

    無形固定資産 3,551

      ソフトウェア 485

      その他 3,065

    投資その他の資産 125,473

      投資及び出資金 20,325

        有価証券 841

        出資金 19,485

        その他 -

      投資損失引当金 -963

      長期延滞債権 2,490

      長期貸付金 51,860

      基金 47,831

        減債基金 2,679

        その他 45,152

      その他 5,089

      徴収不能引当金 -1,159

  流動資産 57,021

    現金預金 33,696

    未収金 5,856

    短期貸付金 1,107

    基金 13,973

      財政調整基金 4,003

      減債基金 9,970

    棚卸資産 2,383

    その他 16

    徴収不能引当金 -11 純資産合計 175,904

資産合計 979,166 負債及び純資産合計 979,166

全体会計 貸借対照表
（令和3年3月31日現在）



（単位：百万円）

全体会計 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 389,754

    業務費用 231,905

      人件費 103,894

        職員給与費 83,473

        賞与等引当金繰入額 6,794

        退職手当引当金繰入額 7,261

        その他 6,366

      物件費等 109,980

        物件費 49,886

        維持補修費 21,690

        減価償却費 38,403

        その他 -

      その他の業務費用 18,031

        支払利息 4,411

        徴収不能引当金繰入額 40

        その他 13,580

    移転費用 157,849

      補助金等 152,530

      社会保障給付 2,901

      他会計への繰出金 -

      その他 2,418

  経常収益 34,839

    使用料及び手数料 27,670

    その他 7,169

純経常行政コスト 354,914

  臨時損失 5,377

    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 -

    損失補償等引当金繰入額 238

    その他 1,159

純行政コスト 358,549

    その他 2,484

  臨時利益 1,742

    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 155,182 917,665 -762,483

  純行政コスト（△） -358,549 -358,549

  財源 376,342 376,342

    税収等 265,577 265,577

    国県等補助金 110,766 110,766

  本年度差額 17,793 17,793

  固定資産等の変動（内部変動） 19,150 -19,150

    有形固定資産等の増加 53,449 -53,449

    有形固定資産等の減少 -44,344 44,344

    貸付金・基金等の増加 23,023 -23,023

    貸付金・基金等の減少 -12,978 12,978

  資産評価差額 130 130

  無償所管換等 -532 -532

  その他 3,331 812 2,519

  本年度純資産変動額 20,722 19,560 1,162

本年度末純資産残高 175,904 937,225 -761,321

全体会計 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）

全体会計 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 348,333

    業務費用支出 190,433

      人件費支出 106,043

      物件費等支出 69,248

      支払利息支出 4,411

      その他の支出 10,732

    移転費用支出 157,900

      補助金等支出 152,581

      社会保障給付支出 2,901

      他会計への繰出支出 -

      その他の支出 2,418

  業務収入 364,418

    税収等収入 262,533

    国県等補助金収入 67,839

    使用料及び手数料収入 26,982

    その他の収入 7,064

  臨時支出 4,679

    災害復旧事業費支出 2,405

    その他の支出 2,274

  臨時収入 2,164

業務活動収支 13,569

【投資活動収支】

  投資活動支出 55,728

    公共施設等整備費支出 37,289

    基金積立金支出 16,234

    投資及び出資金支出 0

    貸付金支出 2,205

    その他の支出 -

  投資活動収入 55,399

    国県等補助金収入 41,462

    基金取崩収入 9,022

    貸付金元金回収収入 1,913

    資産売却収入 616

    その他の収入 2,386

投資活動収支 -328

【財務活動収支】

  財務活動支出 77,648

    地方債償還支出 77,254

    その他の支出 394

  財務活動収入 81,725

    地方債発行収入 77,555

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 33,696

    その他の収入 4,169

財務活動収支 4,077

本年度資金収支額 17,318

前年度末資金残高 15,477

本年度末資金残高 32,795


