
*出力条件
*会計年度 ： R02
*出力帳票選択 ： 財務書類
*団体区分 ： 一般会計等
*団体／会計コード ：
*出力範囲 ： 年次
*出力金額単位 ： 百万円

（単位：百万円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 4,023,008 ※ 固定負債 3,720,548 ※

有形固定資産 3,109,836 ※ 地方債 3,374,168
事業用資産 877,680 長期未払金 5,100

土地 548,141 退職手当引当金 331,192
立木竹 10,812 損失補償等引当金 8,111
建物 812,135 その他 1,978
建物減価償却累計額 △ 526,613 流動負債 328,107 ※

工作物 150,373 1年内償還予定地方債 283,485
工作物減価償却累計額 △ 121,428 未払金 708
船舶 3,709 未払費用 -
船舶減価償却累計額 △ 3,709 前受金 -
浮標等 27 前受収益 -
浮標等減価償却累計額 △ 27 賞与等引当金 37,946
航空機 - 預り金 5,524
航空機減価償却累計額 - その他 443
その他 - 4,048,655
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 4,260 固定資産等形成分 4,121,877

インフラ資産 2,226,753 ※ 余剰分（不足分） △ 3,959,409
土地 966,271
建物 20,628
建物減価償却累計額 △ 12,724
工作物 2,395,843
工作物減価償却累計額 △ 1,335,669
その他 3,600
その他減価償却累計額 △ 3,254
建設仮勘定 192,059

物品 44,781
物品減価償却累計額 △ 39,378

無形固定資産 380
ソフトウェア 379
その他 1

投資その他の資産 912,792 ※

投資及び出資金 133,370
有価証券 55,306
出資金 78,064
その他 -

投資損失引当金 △ 22,234
長期延滞債権 11,373
長期貸付金 63,064
基金 728,352 ※

減債基金 570,875
その他 157,478

その他 -
徴収不能引当金 △ 1,133

流動資産 188,115 ※

現金預金 79,500
未収金 9,788
短期貸付金 8,487
基金 90,382

財政調整基金 54,091
減債基金 36,291

棚卸資産 -
その他 -
徴収不能引当金 △ 41 162,469 ※

4,211,124 ※ 4,211,124

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

貸借対照表
（令和３年３月３１日現在）

科目 金額 科目 金額

負債合計

純資産合計
資産合計 負債及び純資産合計



*出力条件
*会計年度 ： R02
*出力帳票選択 ： 財務書類
*団体区分 ： 一般会計等
*団体／会計コード ：
*出力範囲 ： 年次
*出力金額単位 ： 百万円

（単位：百万円）

経常費用 1,599,389
業務費用 749,357

人件費 503,498
職員給与費 429,947
賞与等引当金繰入額 37,946
退職手当引当金繰入額 23,392
その他 12,213

物件費等 211,762
物件費 93,225
維持補修費 52,321
減価償却費 64,563
その他 1,653

その他の業務費用 34,097
支払利息 24,337
徴収不能引当金繰入額 764
その他 8,996

移転費用 850,032
補助金等 765,941
社会保障給付 45,019
他会計への繰出金 35,014
その他 4,058

経常収益 59,472 ※

使用料及び手数料 30,537
その他 28,934

純経常行政コスト 1,539,917
臨時損失 11,959 ※

災害復旧事業費 4,114
資産除売却損 2,272
投資損失引当金繰入額 -
損失補償等引当金繰入額 5,566
その他 6

臨時利益 3
資産売却益 3
その他 -

純行政コスト 1,551,873

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

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



*出力条件
*会計年度 ： R02
*出力帳票選択 ： 財務書類
*団体区分 ： 一般会計等
*団体／会計コード ：
*出力範囲 ： 年次
*出力金額単位 ： 百万円

（単位：百万円）

前年度末純資産残高 152,600 4,110,575 △ 3,957,975

純行政コスト（△） △ 1,551,873 △ 1,551,873

財源 1,562,621 1,562,621

税収等 1,135,703 1,135,703

国県等補助金 426,918 426,918

本年度差額 10,748 10,748

固定資産等の変動（内部変動） 12,181 △ 12,181

有形固定資産等の増加 48,985 △ 48,985

有形固定資産等の減少 △ 63,320 63,320

貸付金・基金等の増加 504,548 △ 504,548

貸付金・基金等の減少 △ 478,032 478,032

資産評価差額 △ 515 △ 515

無償所管換等 △ 364 △ 364

その他 - - -

本年度純資産変動額 9,869 11,302 △ 1,433

本年度末純資産残高 162,469 4,121,877 △ 3,959,409 ※

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

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 固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）



*出力条件
*会計年度 ： R02
*出力帳票選択 ： 財務書類
*団体区分 ： 一般会計等
*団体／会計コード ：
*出力範囲 ： 年次
*出力金額単位 ： 百万円

（単位：百万円）

【業務活動収支】
業務支出 1,557,820

業務費用支出 707,788
人件費支出 529,396
物件費等支出 147,199
支払利息支出 24,337
その他の支出 6,856

移転費用支出 850,032
補助金等支出 765,941
社会保障給付支出 45,019
他会計への繰出支出 35,014
その他の支出 4,058

業務収入 1,605,464
税収等収入 1,129,032
国県等補助金収入 416,744
使用料及び手数料収入 30,499
その他の収入 29,189

臨時支出 4,114
災害復旧事業費支出 4,114
その他の支出 -

臨時収入 -
業務活動収支 43,529 ※

【投資活動収支】
投資活動支出 540,009 ※

公共施設等整備費支出 51,809
基金積立金支出 150,815
投資及び出資金支出 377
貸付金支出 337,009
その他の支出 -

投資活動収入 473,469 ※

国県等補助金収入 10,175
基金取崩収入 120,713
貸付金元金回収収入 339,826
資産売却収入 1,719
その他の収入 1,037

投資活動収支 △ 66,540
【財務活動収支】

財務活動支出 389,939
地方債償還支出 389,939
その他の支出 -

財務活動収入 432,950
地方債発行収入 432,950
その他の収入 -

財務活動収支 43,011
20,001 ※

53,975
73,976

前年度末歳計外現金残高 7,018
本年度歳計外現金増減額 △ 1,494
本年度末歳計外現金残高 5,524
本年度末現金預金残高 79,500

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

前年度末資金残高
本年度末資金残高

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

本年度資金収支額



*出力条件
*会計年度 ： R02
*出力帳票選択 ： 財務書類
*団体区分 ： 連結
*団体／会計コード ：
*出力範囲 ： 年次
*出力金額単位 ： 百万円

（単位：百万円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 5,983,224 ※ 固定負債 4,693,921 ※

有形固定資産 4,578,535 ※ 地方債等 3,686,563
事業用資産 1,135,422 ※ 長期未払金 88,856

土地 710,637 退職手当引当金 349,164
土地減損損失累計額 △ 302 損失補償等引当金 8,714
立木竹 10,812 その他 560,625
建物 934,578 流動負債 422,007
建物減価償却累計額 △ 588,732 1年内償還予定地方債等 314,740
建物減損損失累計額 △ 162 未払金 45,307
工作物 214,389 未払費用 161
工作物減価償却累計額 △ 150,657 前受金 1,821
船舶 3,709 前受収益 384
船舶減価償却累計額 △ 3,709 賞与等引当金 40,731
浮標等 27 預り金 8,511
浮標等減価償却累計額 △ 27 その他 10,352
航空機 - 5,115,928
航空機減価償却累計額 - 【純資産の部】
その他 920 固定資産等形成分 6,129,755
その他減価償却累計額 △ 851 余剰分（不足分） △ 4,744,931
建設仮勘定 4,791 他団体出資等分 6,204

インフラ資産 3,303,548
土地 1,104,741
建物 138,849
建物減価償却累計額 △ 61,389
工作物 3,821,770
工作物減価償却累計額 △ 1,948,924
その他 3,624
その他減価償却累計額 △ 3,275
建設仮勘定 248,152

物品 353,824
物品減価償却累計額 △ 214,258

無形固定資産 250,246
ソフトウェア 1,526
その他 248,720

投資その他の資産 1,154,443 ※

投資及び出資金 290,612
有価証券 293,389
出資金 △ 3,261
その他 484

長期延滞債権 12,866
長期貸付金 37,100
基金 804,267

減債基金 582,771
その他 221,496

その他 11,042
徴収不能引当金 △ 1,443

流動資産 523,731
現金預金 333,950
未収金 31,731
短期貸付金 6,717
基金 90,843

財政調整基金 54,552
減債基金 36,291

棚卸資産 55,830
その他 4,755
徴収不能引当金 △ 95

繰延資産 - 1,391,028
6,506,955 6,506,955 ※

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

負債合計

純資産合計
資産合計 負債及び純資産合計

連結貸借対照表
（令和３年３月３１日現在）

科目 金額 科目 金額



*出力条件
*会計年度 ： R02
*出力帳票選択 ： 財務書類
*団体区分 ： 連結
*団体／会計コード ：
*出力範囲 ： 年次
*出力金額単位 ： 百万円

（単位：百万円）

経常費用 2,291,741 ※

業務費用 994,985 ※

人件費 550,475 ※

職員給与費 458,951
賞与等引当金繰入額 40,448
退職手当引当金繰入額 25,989
その他 25,085

物件費等 357,414
物件費 129,753
維持補修費 70,815
減価償却費 120,328
その他 36,518

その他の業務費用 87,096
支払利息 28,526
徴収不能引当金繰入額 900
その他 57,670

移転費用 1,296,756
補助金等 1,245,986
社会保障給付 42,915
他会計への繰出金 2,375
その他 5,480

経常収益 269,866
使用料及び手数料 143,188
その他 126,678

純経常行政コスト 2,021,875
臨時損失 12,807 ※

災害復旧事業費 4,114
資産除売却損 2,319
損失補償等引当金繰入額 5,566
その他 807

臨時利益 1,512
資産売却益 22
その他 1,490

純行政コスト 2,033,169 ※

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

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



*出力条件
*会計年度 ： R02
*出力帳票選択 ： 財務書類
*団体区分 ： 連結
*団体／会計コード ：
*出力範囲 ： 年次
*出力金額単位 ： 百万円

（単位：百万円）

前年度末純資産残高 1,242,445 5,650,837 △ 4,415,130 6,738

純行政コスト（△） △ 2,033,169 △ 2,033,169 0

財源 2,068,448 ※ 2,068,448 ※ 0

税収等 1,486,620 1,486,620 0

国県等補助金 581,829 581,829 0

本年度差額 35,279 35,279 0

固定資産等の変動（内部変動） 10,910 ※ △ 10,910 ※

有形固定資産等の増加 51,192 △ 51,192

有形固定資産等の減少 △ 63,809 63,809

貸付金・基金等の増加 505,218 △ 505,218

貸付金・基金等の減少 △ 481,692 481,692

資産評価差額 37,310 37,310

無償所管換等 73,661 73,661

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 △ 534 △ 534

その他 2,867 357,037 △ 354,170

本年度純資産変動額 148,583 478,918 △ 329,801 △ 534

本年度末純資産残高 1,391,028 6,129,755 △ 4,744,931 6,204

※ 下位項目との金額差は、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 固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）

他団体出資等分


	【12 千葉県】財務書類（普通会計）
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