
（単位：百万円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 2,145,727 固定負債 1,919,199

有形固定資産 1,852,989 地方債等 1,646,014
事業用資産 340,942 長期未払金 18,678

土地 181,042 退職手当引当金 177,967
立木竹 8,816 損失補償等引当金 19,393
建物 374,276 その他 57,147
建物減価償却累計額 △ 243,871 流動負債 167,302
工作物 30,071 1年内償還予定地方債等 142,485
工作物減価償却累計額 △ 18,389 未払金 5,693
船舶 - 未払費用 -
船舶減価償却累計額 - 前受金 322
浮標等 - 前受収益 -
浮標等減価償却累計額 - 賞与等引当金 16,278
航空機 2,464 預り金 2,018
航空機減価償却累計額 △ 2,464 その他 506
その他 - 2,086,501
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 8,997 固定資産等形成分 2,192,688

インフラ資産 1,468,753 ※ 余剰分（不足分） △ 2,024,109
土地 548,012
建物 31,372
建物減価償却累計額 △ 14,627
工作物 1,890,960
工作物減価償却累計額 △ 1,121,132
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 134,166

物品 86,052
物品減価償却累計額 △ 42,758

無形固定資産 57,738
ソフトウェア 1,391
その他 56,347

投資その他の資産 235,000 ※

投資及び出資金 37,639
有価証券 3,445
出資金 34,193
その他 -

投資損失引当金 0
長期延滞債権 4,582
長期貸付金 60,468
基金 134,096 ※

減債基金 73,650
その他 60,445

その他 2
徴収不能引当金 △ 1,786

流動資産 109,351
現金預金 55,954
未収金 6,693
短期貸付金 3,485
基金 43,476

財政調整基金 23,734
減債基金 19,742

棚卸資産 80
その他 2
徴収不能引当金 △ 339

繰延資産 - 168,577 ※

2,255,078 2,255,078

※ 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

全体貸借対照表
（令和３年３月３１日現在）

科目 金額 科目 金額



（単位：百万円）

経常費用 1,011,504 ※

業務費用 474,469
人件費 238,121

職員給与費 192,829
賞与等引当金繰入額 16,270
退職手当引当金繰入額 21,949
その他 7,073

物件費等 166,286 ※

物件費 75,454
維持補修費 32,961
減価償却費 57,872
その他 -

その他の業務費用 70,062
支払利息 10,496
徴収不能引当金繰入額 690
その他 58,876

移転費用 537,034
補助金等 524,362
社会保障給付 12,838
他会計への繰出金 △ 733
その他 567

経常収益 36,053
使用料及び手数料 18,956
その他 17,097

純経常行政コスト 975,450 ※

臨時損失 13,757
災害復旧事業費 8,377
資産除売却損 2,691
投資損失引当金繰入額 -
損失補償等引当金繰入額 8
その他 2,681

臨時利益 10,752 ※

資産売却益 508
その他 10,245

純行政コスト 978,455

※ 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。

全体行政コスト計算書
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）

前年度末純資産残高 47,571 2,045,644 △ 1,998,073

純行政コスト（△） △ 978,455 △ 978,455

財源 940,072 940,072 ※

税収等 670,942 670,942

国県等補助金 269,130 269,130

本年度差額 △ 38,380 ※ △ 38,380

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 157,723

無償所管換等 2,311

その他 △ 645

本年度純資産変動額 121,009 147,044 △ 26,036

本年度末純資産残高 168,577 ※ 2,192,688 △ 2,024,109

※ 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。

全体純資産変動計算書
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）



（単位：百万円）

【業務活動収支】
業務支出 942,875

業務費用支出 410,347
人件費支出 233,216
物件費等支出 107,705
支払利息支出 10,496
その他の支出 58,930

移転費用支出 532,528 ※

補助金等支出 519,849
社会保障給付支出 12,838
他会計への繰出支出 △ 732
その他の支出 574

業務収入 956,735
税収等収入 666,074
国県等補助金収入 252,561
使用料及び手数料収入 18,647
その他の収入 19,453

臨時支出 9,269
災害復旧事業費支出 8,377
その他の支出 892

臨時収入 4,745
業務活動収支 9,334 ※

【投資活動収支】
投資活動支出 170,638

公共施設等整備費支出 52,454
基金積立金支出 28,214
投資及び出資金支出 0
貸付金支出 89,970
その他の支出 0

投資活動収入 126,787
国県等補助金収入 9,197
基金取崩収入 22,482
貸付金元金回収収入 91,036
資産売却収入 597
その他の収入 3,475

投資活動収支 △ 43,851
【財務活動収支】

財務活動支出 174,223
地方債償還支出 174,000
その他の支出 223

財務活動収入 225,615 ※

地方債発行収入 225,256
その他の収入 360

財務活動収支 51,392
16,875
37,080
53,955

前年度末歳計外現金残高 1,917
本年度歳計外現金増減額 82
本年度末歳計外現金残高 1,999
本年度末現金預金残高 55,954

※ 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

全体資金収支計算書
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



（単位：百万円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 2,278,885 ※ 固定負債 1,972,222 ※

有形固定資産 1,976,719 地方債等 1,690,767
事業用資産 458,196 ※ 長期未払金 30,494

土地 200,257 退職手当引当金 190,910
立木竹 78,492 損失補償等引当金 0
建物 428,902 その他 60,052
建物減価償却累計額 △ 272,029 流動負債 181,076 ※

建物減損損失累計額 △ 98 1年内償還予定地方債等 146,404
工作物 34,614 未払金 12,768
工作物減価償却累計額 △ 21,613 未払費用 208
工作物減損損失累計額 - 前受金 428
船舶 - 前受収益 22
船舶減価償却累計額 - 賞与等引当金 18,063
浮標等 - 預り金 2,467
浮標等減価償却累計額 - その他 717
航空機 2,464 2,153,298
航空機減価償却累計額 △ 2,464 【純資産の部】
その他 4 固定資産等形成分 2,299,077
その他減価償却累計額 △ 2 余剰分（不足分） △ 2,041,333
建設仮勘定 9,671 他団体出資等分 20,550

インフラ資産 1,468,753 ※

土地 548,012
建物 31,372
建物減価償却累計額 △ 14,627
工作物 1,890,960
工作物減価償却累計額 △ 1,121,132
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 134,166

物品 108,416
物品減価償却累計額 △ 58,646

無形固定資産 58,397 ※

ソフトウェア 2,040
その他 56,356

投資その他の資産 243,770
投資及び出資金 24,827 ※

有価証券 19,692
出資金 5,136
その他 -

長期延滞債権 4,652
長期貸付金 9,003
基金 206,079 ※

減債基金 73,650
その他 132,428

その他 1,228
徴収不能引当金 △ 2,019

流動資産 152,703
現金預金 78,210
未収金 18,449
短期貸付金 1,743
基金 43,499

財政調整基金 23,757
減債基金 19,742

棚卸資産 10,022
その他 1,248
徴収不能引当金 △ 468

繰延資産 0 278,291 ※

2,431,588 2,431,588 ※

※ 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



（単位：百万円）

経常費用 1,090,266
業務費用 564,463

人件費 270,289
職員給与費 209,774
賞与等引当金繰入額 17,332
退職手当引当金繰入額 34,611
その他 8,572

物件費等 205,227
物件費 107,211
維持補修費 33,605
減価償却費 62,520
その他 1,891

その他の業務費用 88,947 ※

支払利息 10,841
徴収不能引当金繰入額 729
その他 77,378

移転費用 525,803 ※

補助金等 513,019
社会保障給付 12,838
他会計への繰出金 △ 733
その他 679

経常収益 116,082 ※

使用料及び手数料 59,788
その他 56,293

純経常行政コスト 974,184
臨時損失 14,379

災害復旧事業費 8,378
資産除売却損 2,695
損失補償等引当金繰入額 8
その他 3,298

臨時利益 11,707 ※

資産売却益 509
その他 11,199

純行政コスト 976,856

※ 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



（単位：百万円）

前年度末純資産残高 151,611 2,145,403 △ 2,014,351 20,559

純行政コスト（△） △ 976,856 △ 898,903 △ 77,953

財源 943,848 ※ 868,529 75,319

税収等 670,652 669,532 1,120

国県等補助金 273,196 164,874 108,322

本年度差額 △ 33,005 ※ △ 30,374 △ 2,634

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 157,719

無償所管換等 2,311

他団体出資等分の増加 275 275

他団体出資等分の減少 - -

その他 △ 616 △ 613 △ 3

本年度純資産変動額 126,683 153,674 △ 26,982 △ 9

本年度末純資産残高 278,291 ※ 2,299,077 △ 2,041,333 20,550

※ 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
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