
（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 1,019,165   固定負債 735,851

    有形固定資産 901,492     地方債等 637,718

      事業用資産 264,542     長期未払金 131

        土地 96,414     退職手当引当金 73,349

        立木竹 7,337     損失補償等引当金 442

        建物 334,305     その他 24,210

        建物減価償却累計額 -180,837   流動負債 87,021

        工作物 10,066     １年内償還予定地方債等 64,668

        工作物減価償却累計額 -7,312     未払金 5,371

        船舶 3,479     未払費用 10

        船舶減価償却累計額 -2,527     前受金 58

        浮標等 46     前受収益 19

        浮標等減価償却累計額 -46     賞与等引当金 6,925

        航空機 2,159     預り金 990

        航空機減価償却累計額 -2,159     その他 8,980

        その他 14,460 負債合計 822,871

        その他減価償却累計額 -12,411 【純資産の部】

        建設仮勘定 1,569   固定資産等形成分 1,034,245

      インフラ資産 620,967   余剰分（不足分） -780,667

        土地 33,802   他団体出資等分 7,756

        建物 39,953

        建物減価償却累計額 -20,323

        工作物 2,402,596

        工作物減価償却累計額 -1,882,022

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 46,962

      物品 45,003

      物品減価償却累計額 -29,020

    無形固定資産 3,644

      ソフトウェア 553

      その他 3,090

    投資その他の資産 114,029

      投資及び出資金 7,807

        有価証券 809

        出資金 6,999

        その他 -

      長期延滞債権 2,491

      長期貸付金 16,040

      基金 83,751

        減債基金 2,679

        その他 81,072

      その他 5,100

      徴収不能引当金 -1,160

  流動資産 65,023

    現金預金 39,471

    未収金 6,131

    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 2,845

    その他 1,508

    徴収不能引当金 -11

  繰延資産 17 純資産合計 261,333

資産合計 1,084,205 負債及び純資産合計 1,084,205

連結貸借対照表
（令和3年3月31日現在）



（単位：百万円）

    資産売却益 589

    その他 1,145

純行政コスト 363,232

    損失補償等引当金繰入額 21

    その他 2,533

  臨時利益 1,734

  臨時損失 5,223

    災害復旧事業費 2,405

    資産除売却損 263

    使用料及び手数料 28,278

    その他 15,365

純経常行政コスト 359,743

      社会保障給付 2,901

      その他 2,661

  経常収益 43,644

        その他 13,805

    移転費用 155,999

      補助金等 150,436

      その他の業務費用 18,447

        支払利息 4,602

        徴収不能引当金繰入額 40

        維持補修費 22,150

        減価償却費 41,633

        その他 355

        その他 6,504

      物件費等 121,120

        物件費 56,982

        職員給与費 87,226

        賞与等引当金繰入額 6,804

        退職手当引当金繰入額 7,287

  経常費用 403,387

    業務費用 247,388

      人件費 107,821

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）

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 242,415 1,017,155 -782,610 7,870

  純行政コスト（△） -363,232 -361,594 -1,638

  財源 379,426 377,902 1,524

    税収等 266,606 266,966 -360

    国県等補助金 112,820 110,936 1,884

  本年度差額 16,194 16,308 -114

  固定資産等の変動（内部変動） 16,717 -16,717

    有形固定資産等の増加 54,465 -54,465

    有形固定資産等の減少 -47,710 47,710

    貸付金・基金等の増加 26,043 -26,043

    貸付金・基金等の減少 -16,082 16,082

  資産評価差額 134 134

  無償所管換等 -584 -584

  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 3,174 822 2,352

  本年度純資産変動額 18,918 17,089 1,943 -114

本年度末純資産残高 261,333 1,034,245 -780,667 7,756

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

省 略



（単位：百万円）

前年度末歳計外現金残高 1,048

本年度歳計外現金増減額 -146

本年度末歳計外現金残高 902

本年度末現金預金残高 39,471

財務活動収支 3,838

本年度資金収支額 17,415

前年度末資金残高 21,154

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 38,569

    地方債等償還支出 80,035

    その他の支出 496

  財務活動収入 84,369

    地方債等発行収入 79,256

    その他の収入 5,113

    資産売却収入 3,143

    その他の収入 2,402

投資活動収支 -818

【財務活動収支】

  財務活動支出 80,531

    その他の支出 -

  投資活動収入 57,624

    国県等補助金収入 41,529

    基金取崩収入 9,022

    貸付金元金回収収入 1,528

  投資活動支出 58,442

    公共施設等整備費支出 38,228

    基金積立金支出 16,234

    投資及び出資金支出 2,106

    貸付金支出 1,874

    災害復旧事業費支出 2,405

    その他の支出 2,292

  臨時収入 2,258

業務活動収支 14,395

【投資活動収支】

    税収等収入 263,327

    国県等補助金収入 69,171

    使用料及び手数料収入 27,604

    その他の収入 15,733

  臨時支出 4,697

    移転費用支出 156,112

      補助金等支出 150,502

      社会保障給付支出 2,901

      その他の支出 2,709

  業務収入 375,835

    業務費用支出 202,888

      人件費支出 109,937

      物件費等支出 76,847

      支払利息支出 4,604

      その他の支出 11,500

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 359,000


