
（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 1,661,254   固定負債 1,236,495
    有形固定資産 1,503,967     地方債 1,052,776
      事業用資産 510,226     長期未払金 -
        土地 226,436     退職手当引当金 171,514
        立木竹 25,064     損失補償等引当金 8,354
        建物 584,869     その他 3,851
        建物減価償却累計額 △ 342,975   流動負債 145,308
        工作物 24,370     １年内償還予定地方債 126,496
        工作物減価償却累計額 △ 13,348     未払金 -
        船舶 26     未払費用 -
        船舶減価償却累計額 △ 25     前受金 -
        浮標等 -     前受収益 -
        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 16,993
        航空機 1,921     預り金 1,484
        航空機減価償却累計額 △ 1,185     その他 336
        その他 1,821 負債合計 1,381,803
        その他減価償却累計額 △ 36 【純資産の部】

        建設仮勘定 3,289   固定資産等形成分 1,708,287
      インフラ資産 984,983   余剰分（不足分） △ 1,354,341
        土地 496,909
        建物 31,547
        建物減価償却累計額 △ 13,423
        工作物 1,226,729
        工作物減価償却累計額 △ 836,561
        その他 0
        その他減価償却累計額 -
        建設仮勘定 79,781
      物品 35,917
      物品減価償却累計額 △ 27,158
    無形固定資産 365
      ソフトウェア 282
      その他 83
    投資その他の資産 156,921
      投資及び出資金 24,747
        有価証券 2,128
        出資金 17,352
        その他 5,267
      投資損失引当金 △ 578
      長期延滞債権 3,454
      長期貸付金 22,375
      基金 107,251
        減債基金 16,250
        その他 91,001
      その他 -
      徴収不能引当金 △ 327
  流動資産 74,495
    現金預金 25,568
    未収金 2,006
    短期貸付金 2,116
    基金 44,917
      財政調整基金 8,835
      減債基金 36,082
    棚卸資産 377
    その他 -
    徴収不能引当金 △ 488 純資産合計 353,945

資産合計 1,735,749 負債及び純資産合計 1,735,749

　※金額は、単位未満の四捨五入によるものです。

一般会計等貸借対照表
（令和３年３月３１日現在）
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（単位：百万円）

　※金額は、単位未満の四捨五入によるものです。

    その他 -
純行政コスト 670,111

    その他 994
  臨時利益 59
    資産売却益 59

    資産除売却損 434
    投資損失引当金繰入額 -
    損失補償等引当金繰入額 6,696

純経常行政コスト 635,157
  臨時損失 35,013
    災害復旧事業費 26,889

  経常収益 29,705
    使用料及び手数料 10,487
    その他 19,218

      社会保障給付 11,528
      他会計への繰出金 11,599
      その他 5,510

        その他 5,164
    移転費用 289,149
      補助金等 260,511

      その他の業務費用 10,559
        支払利息 4,908
        徴収不能引当金繰入額 488

        維持補修費 6,527
        減価償却費 32,317
        その他 -

        その他 4,826
      物件費等 147,030
        物件費 108,186

        職員給与費 182,520
        賞与等引当金繰入額 16,993
        退職手当引当金繰入額 13,784

  経常費用 664,862
    業務費用 375,713
      人件費 218,124

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
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（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 360,512 1,696,263 △ 1,335,750

  純行政コスト（△） △ 670,111 △ 670,111

  財源 661,663 661,663

    税収等 462,709 462,709

    国県等補助金 198,954 198,954

  本年度差額 △ 8,448 △ 8,448

  固定資産等の変動（内部変動） 7,395 △ 7,395

    有形固定資産等の増加 42,722 △ 42,722

    有形固定資産等の減少 △ 33,602 33,602

    貸付金・基金等の増加 172,404 △ 172,404

    貸付金・基金等の減少 △ 174,229 174,229

  資産評価差額 △ 26 △ 26

  無償所管換等 △ 4,859 △ 4,859

  その他 6,766 9,612 △ 2,846

  本年度純資産変動額 △ 6,567 12,024 △ 18,591

本年度末純資産残高 353,945 1,708,287 △ 1,354,341

　※金額は、単位未満の四捨五入によるものです。

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

 

 
１ 純資産変動計算書に係る事項 
  純資産変動計算書における固定資産等形成分及び余剰分（不足分）の内容 
   ① 固定資産等形成分 
     固定資産の額に流動資産における短期貸付金及び基金等を加えた額を計上して 

     います。 
   ② 余剰分（不足分） 
    純資産合計額のうち、固定資産等形成分を差し引いた金額を計上しています。 

 
２ 一般会計等純資産変動計算書の内容 

  純資産残高は、前年度末に比べ 66 億円減の 3,539 億円となっています。 
  

○ 業務活動の現金ベースの収支は 104 億円のプラス（一般会計等資金収支計算書参

照）であり、減価償却費や各種引当金などの現金以外の動きも加味した純資産の変動

は、66 億円のマイナスとなっています。 
 
 ○  変動の内訳は、純行政コストによる減が 6,701 億円、税収等による増が 4,627 億円、

国庫補助金の受入による増が 1,990 億円、無償所管替等による減が 49 億円となって

います。 
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（単位：百万円）

　※金額は、単位未満の四捨五入によるものです。

前年度末歳計外現金残高 1,488
本年度歳計外現金増減額 △ 7
本年度末歳計外現金残高 1,481
本年度末現金預金残高 25,568

    その他の収入 1,762
財務活動収支 25,659
本年度資金収支額 7,683
前年度末資金残高 16,403
本年度末資金残高 24,087

  財務活動支出 96,818
    地方債償還支出 96,474
    その他の支出 344
  財務活動収入 122,477
    地方債発行収入 120,715

    貸付金元金回収収入 141,091
    資産売却収入 94
    その他の収入 -
投資活動収支 △ 28,405
【財務活動収支】

    貸付金支出 142,741
    その他の支出 -
  投資活動収入 176,542
    国県等補助金収入 11,833
    基金取崩収入 23,525

【投資活動収支】
  投資活動支出 204,948
    公共施設等整備費支出 41,177
    基金積立金支出 21,030
    投資及び出資金支出 -

  臨時支出 26,889
    災害復旧事業費支出 26,889
    その他の支出 -
  臨時収入 19,450
業務活動収支 10,430

  業務収入 695,674
    税収等収入 501,005
    国県等補助金収入 167,671
    使用料及び手数料収入 10,494
    その他の収入 16,504

    移転費用支出 289,149
      補助金等支出 260,511
      社会保障給付支出 11,528
      他会計への繰出支出 11,599
      その他の支出 5,510

    業務費用支出 388,656
      人件費支出 224,918
      物件費等支出 114,727
      支払利息支出 4,908
      その他の支出 44,103

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 677,806
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（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 1,810,588   固定負債 1,339,294

    有形固定資産 1,656,920     地方債等 1,072,932

      事業用資産 557,270     長期未払金 -

        土地 257,876     退職手当引当金 177,364

        土地減損損失累計額 △ 1,258     損失補償等引当金 9,294

        立木竹 25,064     その他 79,704

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 158,922

        建物 609,483     １年内償還予定地方債等 132,082

        建物減価償却累計額 △ 353,606     未払金 5,414

        建物減損損失累計額 -     未払費用 44

        工作物 26,241     前受金 547

        工作物減価償却累計額 △ 14,577     前受収益 13

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 17,811

        船舶 64     預り金 1,721

        船舶減価償却累計額 △ 63     その他 1,289

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 1,498,216

        浮標等 - 【純資産の部】

        浮標等減価償却累計額 -   固定資産等形成分 1,855,942

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） △ 1,420,647

        航空機 1,921   他団体出資等分 8,153

        航空機減価償却累計額 △ 1,185

        航空機減損損失累計額 -

        その他 3,801

        その他減価償却累計額 △ 40

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 3,550

      インフラ資産 1,064,083

        土地 502,853

        土地減損損失累計額 -

        建物 44,656

        建物減価償却累計額 △ 15,846

        建物減損損失累計額 -

        工作物 1,294,904

        工作物減価償却累計額 △ 858,740

        工作物減損損失累計額 -

        その他 0

        その他減価償却累計額 -

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 96,256

      物品 84,725

      物品減価償却累計額 △ 49,158

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 3,060

      ソフトウェア 312

      その他 2,748

    投資その他の資産 150,659

      投資及び出資金 13,205

        有価証券 3,895

        出資金 9,310

        その他 -

      長期延滞債権 3,454

      長期貸付金 4,164

      基金 128,252

        減債基金 16,250

        その他 112,001

      その他 1,918

      徴収不能引当金 △ 333

  流動資産 131,026

    現金預金 77,593

    未収金 6,070

    短期貸付金 387

    基金 44,917

      財政調整基金 8,835

      減債基金 36,082

    棚卸資産 2,153

    その他 447

    徴収不能引当金 △ 542

  繰延資産 - 純資産合計 443,448

資産合計 1,941,664 負債及び純資産合計 1,941,664

　※金額は、単位未満の四捨五入によるものです。

連結貸借対照表
（令和３年３月３１日現在）
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１ 連結行政コスト計算書の内容 
 経常費用は 8,615 億円、経常収益は 577 億円で、経常費用と経常収益の差である

純経常行政コストは 8,038 億円となっています。これに臨時損失 355 億円、臨時利

益１億円を含んだ純行政コストは 8,392 億円となっています。 

（単位：百万円）

　※金額は、単位未満の四捨五入によるものです。

    資産売却益 59
    その他 71

純行政コスト 839,235

    損失補償等引当金繰入額 5,045
    その他 3,086
  臨時利益 130

  臨時損失 35,538
    災害復旧事業費 26,889
    資産除売却損 518

    使用料及び手数料 26,142
    その他 31,560
純経常行政コスト 803,827

      社会保障給付 11,528
      その他 5,964
  経常収益 57,702

        その他 6,234
    移転費用 446,695
      補助金等 429,203

      その他の業務費用 11,851
        支払利息 5,122
        徴収不能引当金繰入額 495

        維持補修費 9,531
        減価償却費 39,927
        その他 1,978

        その他 6,505
      物件費等 171,517
        物件費 120,081

        職員給与費 193,541
        賞与等引当金繰入額 17,178
        退職手当引当金繰入額 14,240

  経常費用 861,529
    業務費用 414,833
      人件費 231,465

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
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（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 441,214 1,840,129 △ 1,406,575 7,659

  純行政コスト（△） △ 839,235 △ 835,974 △ 3,261

  財源 840,818 837,407 3,410

    税収等 581,754 581,657 98

    国県等補助金 259,063 255,751 3,313

  本年度差額 1,583 1,433 150

  固定資産等の変動（内部変動）

    有形固定資産等の増加

    有形固定資産等の減少

    貸付金・基金等の増加

    貸付金・基金等の減少

  資産評価差額 △ 46

  無償所管換等 △ 4,859

  他団体出資等分の増加 446

  他団体出資等分の減少 △ 103

  比例連結割合変更に伴う差額 - -

  その他 5,557

  本年度純資産変動額 2,234 15,813 △ 14,072 493

本年度末純資産残高 443,448 1,855,942 △ 1,420,647 8,153

　※金額は、単位未満の四捨五入によるものです。

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

 
 
１ 連結純資産変動計算書の内容 

  令和２（2020）年度中における純資産の変動は、22 億円の増であり、その内訳は、

純行政コストによる減が 8,392 億円、税収等による増が 5,818 億円、国県等補助金

の受入による増が 2,591 億円、その他等による増が５億円となっています。 
   
 ○ 国の地方公会計マニュアルに基づき、内訳については、算出していないものもあり 

 ます。 
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