
会計：一般会計等 （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 2,126,508   固定負債 1,929,483

    有形固定資産 1,774,134     地方債 1,724,269

      事業用資産 413,292     長期未払金 670

        土地 143,261     退職手当引当金 196,151

        立木竹 32,043     損失補償等引当金 8,394

        建物 656,699     その他 -

        建物減価償却累計額 -437,168   流動負債 149,843

        工作物 26,781     １年内償還予定地方債 125,495

        工作物減価償却累計額 -13,684     未払金 449

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     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 19,423

        航空機 2,552     預り金 4,476

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 2 負債合計 2,079,327

        その他減価償却累計額 0 【純資産の部】

        建設仮勘定 2,806   固定資産等形成分 2,183,152

      インフラ資産 1,352,413   余剰分（不足分） -2,054,968

        土地 637,055

        建物 12,154

        建物減価償却累計額 -7,091

        工作物 2,327,585

        工作物減価償却累計額 -1,696,566

        その他 264

        その他減価償却累計額 -11

        建設仮勘定 79,024

      物品 18,242

      物品減価償却累計額 -9,813

    無形固定資産 878

      ソフトウェア 839

      その他 39

    投資その他の資産 351,496

      投資及び出資金 37,525

        有価証券 135

        出資金 37,391

        その他 -

      投資損失引当金 -225

      長期延滞債権 3,203

      長期貸付金 45,820

      基金 266,014

        減債基金 219,835

        その他 46,180

      その他 -

      徴収不能引当金 -842

  流動資産 81,004

    現金預金 21,846

    未収金 2,606

    短期貸付金 3,064

    基金 53,581

      財政調整基金 29,738

      減債基金 23,843

    棚卸資産 10

    その他 590

    徴収不能引当金 -693 純資産合計 128,185

資産合計 2,207,512 負債及び純資産合計 2,207,512

貸借対照表
（令和3年3月31日現在）



会計：一般会計等 （単位：百万円）

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 811,734

    業務費用 449,396

      人件費 245,100

        職員給与費 203,603

        賞与等引当金繰入額 19,423

        退職手当引当金繰入額 16,833

        その他 5,241

      物件費等 149,534

        物件費 48,231

        維持補修費 66,324

        減価償却費 34,979

        その他 -

      その他の業務費用 54,762

        支払利息 9,659

        徴収不能引当金繰入額 709

        その他 44,394

    移転費用 362,338

      補助金等 322,802

      社会保障給付 16,345

      他会計への繰出金 12,821

      その他 10,371

  経常収益 33,033

    使用料及び手数料 15,841

    その他 17,192

純経常行政コスト 778,701

  臨時損失 41,455

    災害復旧事業費 38,005

    資産除売却損 1,878

    投資損失引当金繰入額 1

    損失補償等引当金繰入額 1,572

    その他 224

純行政コスト 819,431

    その他 -

  臨時利益 726

    資産売却益 502



会計：一般会計等 （単位：百万円）

科目 合計 固定資産等形成分 余剰分(不足分)

前年度末純資産残高 236,615 2,198,372 -1,961,757

  純行政コスト（△） -819,431 -819,431

  財源 806,426 806,426

    税収等 573,744 573,744

    国県等補助金 232,682 232,682

  本年度差額 -13,005 -13,005

  固定資産等の変動（内部変動） 26,911 -26,911

    有形固定資産等の増加 57,793 -57,793

    有形固定資産等の減少 -36,843 36,843

    貸付金・基金等の増加 162,288 -162,288

    貸付金・基金等の減少 -156,327 156,327

  資産評価差額 0 0

  無償所管換等 -9,492 -9,492

  その他 -85,933 -32,638 -53,295

  本年度純資産変動額 -108,430 -15,219 -93,211

本年度末純資産残高 128,185 2,183,152 -2,054,968

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



会計：一般会計等 （単位：百万円）

【業務活動収支】

  業務支出 782,165
    業務費用支出 419,805

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

      その他の支出 44,388
    移転費用支出 362,360
      補助金等支出 322,802

      人件費支出 251,202
      物件費等支出 114,556
      支払利息支出 9,659

  業務収入 732,616
    税収等収入 572,140
    国県等補助金収入 127,294

      社会保障給付支出 16,345
      他会計への繰出支出 12,821
      その他の支出 10,392

    災害復旧事業費支出 38,005
    その他の支出 961
  臨時収入 28,430

    使用料及び手数料収入 15,868
    その他の収入 17,314
  臨時支出 38,966

    公共施設等整備費支出 56,374
    基金積立金支出 73,435
    投資及び出資金支出 -

業務活動収支 -60,085

【投資活動収支】

  投資活動支出 217,332

    国県等補助金収入 76,958
    基金取崩収入 64,994
    貸付金元金回収収入 88,342

    貸付金支出 87,524
    その他の支出 -
  投資活動収入 231,015

【財務活動収支】

  財務活動支出 168,722
    地方債償還支出 168,722

    資産売却収入 721
    その他の収入 -

投資活動収支 13,683

    その他の収入 -

財務活動収支 45,253

本年度資金収支額 -1,149

    その他の支出 -
  財務活動収入 213,975
    地方債発行収入 213,975

本年度歳計外現金増減額 -321

本年度末歳計外現金残高 4,476

本年度末現金預金残高 21,846

前年度末資金残高 18,519

本年度末資金残高 17,369

前年度末歳計外現金残高 4,798
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