
（単位：百万円）

金額
【資産の部】 【負債の部】

固定資産 17,520,330 固定負債 3,475,472
有形固定資産 16,400,490 地方債等 3,011,301

事業用資産 6,230,557 長期未払金 76,064
土地 4,150,904 退職手当引当金 269,893
土地減損損失累計額 △ 15,428 損失補償等引当金 -                            
立木竹 -                           その他 118,214
建物 3,364,384 流動負債 919,986
建物減価償却累計額 △ 1,903,366 1年内償還予定地方債等 566,881
建物減損損失累計額 △ 65,469 未払金 115,241
工作物 1,377,966 未払費用 974
工作物減価償却累計額 △ 750,337 前受金 6,722
工作物減損損失累計額 △ 930 前受収益 370
船舶 2,880 賞与等引当金 30,959
船舶減価償却累計額 △ 2,880 預り金 36,103
浮標等 626 その他 162,736
浮標等減価償却累計額 △ 626 4,395,458
航空機 1,973 【純資産の部】
航空機減価償却累計額 △ 1,973 固定資産等形成分 17,814,645
その他 84 余剰分（不足分） △ 3,630,690
その他減価償却累計額 △ 12 他団体出資等分 11,084
建設仮勘定 72,760

インフラ資産 9,733,904
土地 7,541,365
建物 212,871
建物減価償却累計額 △ 130,162
工作物 4,038,832
工作物減価償却累計額 △ 2,221,530
その他 -                           
その他減価償却累計額 -                           
建設仮勘定 292,528

物品 1,370,199
物品減価償却累計額 △ 933,894
物品減損損失累計額 △ 276

無形固定資産 65,762
ソフトウェア 19,390
その他 46,372

投資その他の資産 1,054,078
投資及び出資金 323,191

有価証券 184,370
出資金 138,821
その他 -                           

投資損失引当金 -                           
長期延滞債権 28,211
長期貸付金 49,170
基金 645,963

減債基金 521,770
その他 124,193

その他 34,870
徴収不能引当金 △ 27,328

流動資産 1,070,167
現金預金 429,033
未収金 61,538
短期貸付金 2,470
基金 291,845

財政調整基金 166,388
減債基金 125,457

棚卸資産 269,485
その他 16,566
徴収不能引当金 △ 770

14,195,040

18,590,497 18,590,497

※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

連結

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 2,984,069

業務費用 1,092,062

人件費 420,963

職員給与費 352,913

賞与等引当金繰入額 29,198

退職手当引当金繰入額 20,732

その他 18,119

物件費等 555,712

物件費 252,151

維持補修費 77,380

減価償却費 225,174

その他 1,007

その他の業務費用 115,387

支払利息 31,800

徴収不能引当金繰入額 4,622

その他 78,965

移転費用 1,892,007

補助金等 1,312,274

社会保障給付 573,164

他会計への繰出金 -                           

その他 6,570

経常収益 518,361

使用料及び手数料 294,326

その他 224,035

純経常行政コスト 2,465,707

臨時損失 40,870

災害復旧事業費 181

資産除売却損 20,132

投資損失引当金繰入額 -                           

損失補償等引当金繰入額 -                           

その他 20,557

臨時利益 27,449

資産売却益 14,211

その他 13,238

純行政コスト 2,479,128
※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

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



(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 14,046,446 17,918,782 △ 3,884,995 12,659

純行政コスト（△） △ 2,479,128 △ 2,480,068 940

財源 2,638,954 2,638,954 1

税収等 1,287,278 1,287,278 -                          

国県等補助金 1,351,676 1,351,675 1

本年度差額 159,826 158,886 940

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 △ 319

無償所管換等 449

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 △ 2,305 -                          

その他 △ 9,058

本年度純資産変動額 148,594 △ 104,137 254,305 △ 1,575

本年度末純資産残高 14,195,040 17,814,645 △ 3,630,690 11,084

※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

連結

科目 合計

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


