
【様式第1号】

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 792,239   固定負債 383,712

    有形固定資産 716,298     地方債 325,093

      事業用資産 367,558     長期未払金 -

        土地 198,812     退職手当引当金 56,832

        立木竹 443     損失補償等引当金 30

        建物 403,596     その他 1,758

        建物減価償却累計額 -247,408   流動負債 45,972

        工作物 4,178     １年内償還予定地方債 37,295

        工作物減価償却累計額 -1,954     未払金 42

        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 5,838

        航空機 1,036     預り金 2,768

        航空機減価償却累計額 -1,036     その他 28

        その他 2,978 負債合計 429,684

        その他減価償却累計額 -2,978 【純資産の部】

        建設仮勘定 9,891   固定資産等形成分 840,875

      インフラ資産 342,015   余剰分（不足分） -406,844

        土地 98,151

        建物 6,406

        建物減価償却累計額 -3,873

        工作物 629,987

        工作物減価償却累計額 -418,284

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 29,628

      物品 45,556

      物品減価償却累計額 -38,831

    無形固定資産 508

      ソフトウェア 454

      その他 54

    投資その他の資産 75,433

      投資及び出資金 18,721

        有価証券 322

        出資金 18,399

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 5,208

      長期貸付金 12,920

      基金 38,911

        減債基金 -

        その他 38,911

      その他 -

      徴収不能引当金 -326

  流動資産 71,475

    現金預金 20,686

    未収金 2,285

    短期貸付金 5,048

    基金 43,588

      財政調整基金 19,808

      減債基金 23,780

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -132 純資産合計 434,031

資産合計 863,714 負債及び純資産合計 863,714

貸借対照表
（令和3年3月31日現在）



【様式第2号】

会計：一般会計等 （単位：百万円）

    その他 818

純行政コスト 362,911

    その他 204

  臨時利益 915

    資産売却益 98

    資産除売却損 1,013

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

純経常行政コスト 361,743

  臨時損失 2,083

    災害復旧事業費 866

  経常収益 9,344

    使用料及び手数料 5,381

    その他 3,963

      社会保障給付 70,613

      他会計への繰出金 19,549

      その他 166

        その他 2,133

    移転費用 205,983

      補助金等 115,655

      その他の業務費用 4,473

        支払利息 2,232

        徴収不能引当金繰入額 108

        維持補修費 5,262

        減価償却費 20,823

        その他 -

        その他 5,136

      物件費等 79,386

        物件費 53,301

        職員給与費 70,272

        賞与等引当金繰入額 5,838

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 371,087

    業務費用 165,104

      人件費 81,245

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



【様式第3号】

会計：一般会計等 （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 435,574 835,666 -400,092

  純行政コスト（△） -362,911 -362,911

  財源 361,074 361,074

    税収等 194,155 194,155

    国県等補助金 166,919 166,919

  本年度差額 -1,836 -1,836

  固定資産等の変動（内部変動） 4,916 -4,916

    有形固定資産等の増加 24,565 -24,565

    有形固定資産等の減少 -21,910 21,910

    貸付金・基金等の増加 21,633 -21,633

    貸付金・基金等の減少 -19,373 19,373

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 293 293

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -1,543 5,209 -6,752

本年度末純資産残高 434,031 840,875 -406,844

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



【様式第4号】

会計：一般会計等 （単位：百万円）

前年度末歳計外現金残高 2,492

本年度歳計外現金増減額 276

本年度末歳計外現金残高 2,768

本年度末現金預金残高 20,686

    その他の収入 -

財務活動収支 10,518

本年度資金収支額 1,997

前年度末資金残高 15,921

本年度末資金残高 17,918

  財務活動支出 32,158

    地方債償還支出 32,097

    その他の支出 61

  財務活動収入 42,676

    地方債発行収入 42,676

    貸付金元金回収収入 5,343

    資産売却収入 172

    その他の収入 -

投資活動収支 -16,397

【財務活動収支】

    貸付金支出 4,545

    その他の支出 -

  投資活動収入 25,748

    国県等補助金収入 10,231

    基金取崩収入 10,002

【投資活動収支】

  投資活動支出 42,145

    公共施設等整備費支出 24,565

    基金積立金支出 12,897

    投資及び出資金支出 137

  臨時支出 866

    災害復旧事業費支出 866

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 7,875

  業務収入 358,878

    税収等収入 192,852

    国県等補助金収入 156,689

    使用料及び手数料収入 5,406

    その他の収入 3,931

    移転費用支出 205,983

      補助金等支出 115,655

      社会保障給付支出 70,613

      他会計への繰出支出 19,549

      その他の支出 166

    業務費用支出 144,154

      人件費支出 81,226

      物件費等支出 58,563

      支払利息支出 2,232

      その他の支出 2,133

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 350,137



【様式第1号】

会計：連結会計 （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 1,329,945   固定負債 784,247

    有形固定資産 1,237,334     地方債等 539,159

      事業用資産 387,645     長期未払金 -

        土地 205,294     退職手当引当金 64,640

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 30

        立木竹 443     その他 180,419

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 76,361

        建物 427,045     １年内償還予定地方債等 57,307

        建物減価償却累計額 -259,151     未払金 7,741

        建物減損損失累計額 -     未払費用 93

        工作物 11,730     前受金 96

        工作物減価償却累計額 -7,608     前受収益 13

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 6,590

        船舶 -     預り金 4,365

        船舶減価償却累計額 -     その他 156

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 860,608

        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 1,378,611

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -810,150

        航空機 1,036   他団体出資等分 15,555

        航空機減価償却累計額 -1,036

        航空機減損損失累計額 -

        その他 2,980

        その他減価償却累計額 -2,979

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 9,892

      インフラ資産 841,039

        土地 122,487

        土地減損損失累計額 -

        建物 24,978

        建物減価償却累計額 -11,905

        建物減損損失累計額 -

        工作物 1,275,738

        工作物減価償却累計額 -637,432

        工作物減損損失累計額 -

        その他 60,908

        その他減価償却累計額 -32,385

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 38,651

      物品 54,051

      物品減価償却累計額 -45,401

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 21,589

      ソフトウェア 718

      その他 20,871

    投資その他の資産 71,022

      投資及び出資金 15,950

        有価証券 688

        出資金 15,262

        その他 -

      長期延滞債権 6,593

      長期貸付金 -4,203

      基金 52,869

        減債基金 -

        その他 52,869

      その他 652

      徴収不能引当金 -839

  流動資産 114,678

    現金預金 50,750

    未収金 11,147

    短期貸付金 5,048

    基金 43,619

      財政調整基金 19,839

      減債基金 23,780

    棚卸資産 4,423

    その他 300

    徴収不能引当金 -610

  繰延資産 1 純資産合計 584,016

資産合計 1,444,624 負債及び純資産合計 1,444,624

連結貸借対照表
（令和3年3月31日現在）



【様式第2号】

会計：連結会計 （単位：百万円）

    資産売却益 105

    その他 969

純行政コスト 564,906

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 370

  臨時利益 1,074

  臨時損失 2,249

    災害復旧事業費 866

    資産除売却損 1,013

    使用料及び手数料 39,660

    その他 12,716

純経常行政コスト 563,731

      社会保障給付 70,650

      その他 246

  経常収益 52,376

        その他 9,180

    移転費用 389,165

      補助金等 318,270

      その他の業務費用 15,734

        支払利息 6,059

        徴収不能引当金繰入額 495

        維持補修費 6,935

        減価償却費 40,414

        その他 209

        その他 8,993

      物件費等 114,437

        物件費 66,878

        職員給与費 80,624

        賞与等引当金繰入額 6,459

        退職手当引当金繰入額 695

  経常費用 616,107

    業務費用 226,941

      人件費 96,771

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



【様式第3号】

会計：連結会計 （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 578,451 1,376,002 -812,944 15,394

  純行政コスト（△） -564,906 -564,906 -

  財源 568,086 568,086 -

    税収等 288,206 288,206 -

    国県等補助金 279,880 279,880 -

  本年度差額 3,180 3,180 -

  固定資産等の変動（内部変動） 2,206 -2,206

    有形固定資産等の増加 43,261 -43,261

    有形固定資産等の減少 -42,158 42,158

    貸付金・基金等の増加 34,365 -34,365

    貸付金・基金等の減少 -33,262 33,262

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 293 293

  他団体出資等分の増加 -108 108

  他団体出資等分の減少 - -

  比例連結割合変更に伴う差額 82 128 -100 53

  その他 2,010 -18 2,028

  本年度純資産変動額 5,565 2,610 2,794 161

本年度末純資産残高 584,016 1,378,611 -810,150 15,555

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



【様式第4号】

会計：連結会計 （単位：百万円）

前年度末歳計外現金残高 2,992

本年度歳計外現金増減額 1,776

本年度末歳計外現金残高 4,769

本年度末現金預金残高 50,750

財務活動収支 5,124

本年度資金収支額 553

前年度末資金残高 45,418

比例連結割合変更に伴う差額 11

本年度末資金残高 45,982

    地方債等償還支出 55,261

    その他の支出 11,120

  財務活動収入 71,505

    地方債等発行収入 58,523

    その他の収入 12,983

    資産売却収入 289

    その他の収入 3,757

投資活動収支 -29,617

【財務活動収支】

  財務活動支出 66,381

    その他の支出 74

  投資活動収入 31,658

    国県等補助金収入 13,425

    基金取崩収入 12,805

    貸付金元金回収収入 1,381

  投資活動支出 61,275

    公共施設等整備費支出 43,212

    基金積立金支出 17,516

    投資及び出資金支出 168

    貸付金支出 305

    災害復旧事業費支出 866

    その他の支出 49

  臨時収入 40

業務活動収支 25,045

【投資活動収支】

    税収等収入 268,076

    国県等補助金収入 269,682

    使用料及び手数料収入 37,810

    その他の収入 12,769

  臨時支出 915

    移転費用支出 378,009

      補助金等支出 306,988

      社会保障給付支出 70,650

      その他の支出 371

  業務収入 588,337

    業務費用支出 184,408

      人件費支出 96,454

      物件費等支出 73,753

      支払利息支出 6,057

      その他の支出 8,144

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 562,417
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