
（単位：百万円）

金額
【資産の部】 【負債の部】

固定資産 16,792,828 固定負債 3,289,740
有形固定資産 15,036,227 地方債等 2,887,841

事業用資産 5,134,163 長期未払金 68,569
土地 3,955,626 退職手当引当金 233,611
土地減損損失累計額 -                           損失補償等引当金 25,578
立木竹 -                           その他 74,142
建物 2,535,200 流動負債 422,715
建物減価償却累計額 △ 1,457,666 1年内償還予定地方債等 295,289
建物減損損失累計額 -                           未払金 62,532
工作物 50,748 未払費用 -                            
工作物減価償却累計額 △ 37,231 前受金 1,308
船舶 2,880 前受収益 -                            
船舶減価償却累計額 △ 2,880 賞与等引当金 23,275
浮標等 626 預り金 32,253
浮標等減価償却累計額 △ 626 その他 8,058
航空機 1,973 3,712,454
航空機減価償却累計額 △ 1,973 【純資産の部】
その他 -                           固定資産等形成分 17,089,523
その他減価償却累計額 -                           余剰分（不足分） △ 3,172,618
建設仮勘定 87,486

インフラ資産 9,657,381
土地 7,513,526
建物 201,842
建物減価償却累計額 △ 124,567
工作物 3,980,628
工作物減価償却累計額 △ 2,206,087
その他 -                           
その他減価償却累計額 -                           
建設仮勘定 292,038

物品 781,326
物品減価償却累計額 △ 536,643
物品減損損失累計額 -                           

無形固定資産 33,602
ソフトウェア 11,262
その他 22,340

投資その他の資産 1,722,999
投資及び出資金 996,784

有価証券 728,873
出資金 267,912
その他 -                           

投資損失引当金 △ 40,169
長期延滞債権 27,298
長期貸付金 140,285
基金 640,199

減債基金 521,770
その他 118,429

その他 15,803
徴収不能引当金 △ 57,202

流動資産 836,532
現金預金 236,412
未収金 29,557
短期貸付金 4,855
基金 291,839

財政調整基金 166,382
減債基金 125,457

棚卸資産 264,782
その他 10,317
徴収不能引当金 △ 1,232

13,916,906

17,629,360 17,629,360

※百万円未満を四捨五入しているため、表中の内訳と合計が一致しない場合があります

※「－」は金額が存在しないもの、「0」は四捨五入の結果百万円未満のものを表しています

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 科目

負債合計



（単位：百万円）

経常費用 2,390,563

業務費用 784,283

人件費 333,670

職員給与費 281,406

賞与等引当金繰入額 22,541

退職手当引当金繰入額 15,746

その他 13,977

物件費等 417,060

物件費 195,943

維持補修費 59,356

減価償却費 160,887

その他 874

その他の業務費用 33,553

支払利息 28,776

徴収不能引当金繰入額 3,944

その他 832

移転費用 1,606,279

補助金等 1,029,518

社会保障給付 573,145

他会計への繰出金 -                           

その他 3,617

経常収益 247,931

使用料及び手数料 158,994

その他 88,936

純経常行政コスト 2,142,632

臨時損失 33,719

災害復旧事業費 181

資産除売却損 18,662

投資損失引当金繰入額 -                           

損失補償等引当金繰入額 △ 1,745

その他 16,622

臨時利益 18,315

資産売却益 11,983

その他 6,331

純行政コスト 2,158,037
※百万円未満を四捨五入しているため、表中の内訳と合計が一致しない場合があります

※「－」は金額が存在しないもの、「0」は四捨五入の結果百万円未満のものを表しています

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



(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 13,761,323 17,163,056 △ 3,401,733

純行政コスト（△） △ 2,158,037 △ 2,158,037

財源 2,313,728 2,313,728

税収等 1,107,611 1,107,611

国県等補助金 1,206,117 1,206,117

本年度差額 155,691 155,691

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 △ 29,637

無償所管換等 407

その他 29,121

本年度純資産変動額 155,583 △ 73,533 229,115

本年度末純資産残高 13,916,906 17,089,523 △ 3,172,618

※百万円未満を四捨五入しているため、表中の内訳と合計が一致しない場合があります

※「－」は金額が存在しないもの、「0」は四捨五入の結果百万円未満のものを表しています

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



（単位：百万円）

【業務活動収支】

業務支出 2,261,242
業務費用支出 629,236

人件費支出 333,025
物件費等支出 262,797
支払利息支出 28,983
その他の支出 4,430

移転費用支出 1,632,006
補助金等支出 1,028,612
社会保障給付支出 573,145
他会計への繰出支出 -                            
その他の支出 30,250

業務収入 2,480,743
税収等収入 1,090,923
国県等補助金収入 1,139,689
使用料及び手数料収入 161,980
その他の収入 88,151

臨時支出 1,257
災害復旧事業費支出 181
その他の支出 1,076

臨時収入 310
業務活動収支 218,554
【投資活動収支】

投資活動支出 281,827
公共施設等整備費支出 156,853
基金積立金支出 117,594
投資及び出資金支出 1,596
貸付金支出 5,715
その他の支出 68

投資活動収入 278,005
国県等補助金収入 67,518
基金取崩収入 187,819
貸付金元金回収収入 4,599
資産売却収入 15,392
その他の収入 2,677

投資活動収支 △ 3,822
【財務活動収支】

財務活動支出 425,445
地方債等償還支出 420,350
その他の支出 5,095

財務活動収入 240,318
地方債等発行収入 240,318
その他の収入 -                            

財務活動収支 △ 185,127
29,605

156,074
185,679

前年度末歳計外現金残高 51,368
本年度歳計外現金増減額 △ 635
本年度末歳計外現金残高 50,734
本年度末現金預金残高 236,412
※百万円未満を四捨五入しているため、表中の内訳と合計が一致しない場合があります

※「－」は金額が存在しないもの、「0」は四捨五入の結果百万円未満のものを表しています

本年度資金収支額
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


