
（単位：百万円）

【資産の部】 【負債の部】

固定資産 1,594,980 固定負債 1,280,264

有形固定資産 1,460,336 地方債等 1,113,548

事業用資産 384,020 長期未払金 30,211

土地 202,230 退職手当引当金 122,896

土地減損損失累計額 - 損失補償等引当金 1,957

立木竹 16,929 その他 11,652

立木竹減損損失累計額 - 流動負債 109,853

建物 399,127 1年内償還予定地方債等 76,653

建物減価償却累計額 △ 248,690 未払金 12,987

建物減損損失累計額 - 未払費用 1,703

工作物 21,094 前受金 46

工作物減価償却累計額 △ 17,420 前受収益 -

工作物減損損失累計額 - 賞与等引当金 13,170

船舶 3,835 預り金 3,324

船舶減価償却累計額 △ 910 その他 1,969

船舶減損損失累計額 - 1,390,117

浮標等 283 【純資産の部】

浮標等減価償却累計額 △ 230 固定資産等形成分 1,630,359

浮標等減損損失累計額 - 余剰分（不足分） △ 1,328,324

航空機 1,082

航空機減価償却累計額 △ 1,081

航空機減損損失累計額 -

その他 -

その他減価償却累計額 -

その他減損損失累計額 -

建設仮勘定 7,772

インフラ資産 1,007,927

土地 66,908

土地減損損失累計額 -

建物 30,848

建物減価償却累計額 △ 6,642

建物減損損失累計額 -

工作物 1,514,248

工作物減価償却累計額 △ 671,107

工作物減損損失累計額 -

その他 1

その他減価償却累計額 0

その他減損損失累計額 -

建設仮勘定 73,672

物品 132,362

物品減価償却累計額 △ 63,974

物品減損損失累計額 -

無形固定資産 922

ソフトウェア 363

その他 559

投資その他の資産 133,723

投資及び出資金 55,961

有価証券 1,951

出資金 54,010

その他 0

投資損失引当金 △ 12,661

長期延滞債権 9,277

長期貸付金 25,553

基金 55,820

減債基金 15,000

その他 40,820

その他 82

徴収不能引当金 △ 309

流動資産 97,172

現金預金 50,584

未収金 10,259

短期貸付金 1,455

基金 33,923

財政調整基金 22,249

減債基金 11,674

棚卸資産 164

その他 1,103

徴収不能引当金 △ 316

繰延資産 - 302,035

1,692,152 1,692,152

(注)百万円単位で四捨五入しているため、合計等が一致しない場合があります。

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

負債合計

純資産合計

資産合計 負債及び純資産合計



全体行政コスト計算書　（令和2年4月1日～令和3年3月31日）

（単位：百万円）

経常費用 726,090

業務費用 393,883

人件費 178,069

職員給与費 149,767

賞与等引当金繰入額 13,157

退職手当引当金繰入額 10,576

その他 4,570

物件費等 201,636

物件費 59,729

維持補修費 32,140

減価償却費 51,255

その他 58,511

その他の業務費用 14,178

支払利息 7,049

徴収不能引当金繰入額 462

その他 6,667

移転費用 332,207

補助金等 321,386

社会保障給付 10,172

他会計への繰出金 -
その他 649

経常収益 159,572

使用料及び手数料 37,129

その他 122,444

純経常行政コスト △ 566,517

臨時損失 1,475

災害復旧事業費 154

資産除売却損 715

投資損失引当金繰入額 441

損失補償等引当金繰入額 -
その他 165

臨時利益 1,750

資産売却益 1,289

その他 461

純行政コスト △ 566,243

(注)百万円単位で四捨五入しているため、合計等が一致しない場合があります。

全体純資産変動計算書　（令和2年4月1日～令和3年3月31日）
（単位：百万円）      

(注)百万円単位で四捨五入しているため、合計等が一致しない場合があります。

科目 金額

前年度末純資産残高 301,778 1,637,105 △ 1,335,327

純行政コスト（△） △ 566,243 △ 566,243

財源 563,192 563,192

税収等 382,778 382,778

国県等補助金 180,414 180,414

本年度差額 △ 3,050 △ 3,050

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 4

無償所管換等 3,303

その他 -

本年度純資産変動額 257 △ 6,746 7,003

本年度末純資産残高 302,035 1,630,359 △ 1,328,324

科目 合計 固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）



全体資金収支計算書　（令和2年4月1日～令和3年3月31日）
（単位：百万円）

【業務活動収支】
業務支出 702,940

業務費用支出 370,733
人件費支出 181,050
物件費等支出 150,063
支払利息支出 7,315
その他の支出 32,305

移転費用支出 332,207
補助金等支出 321,386
社会保障給付支出 10,172
他会計への繰出支出 -
その他の支出 649

業務収入 721,598
税収等収入 403,348
国県等補助金収入 160,371
使用料及び手数料収入 36,700
その他の収入 121,180

臨時支出 509
災害復旧事業費支出 154
その他の支出 355

臨時収入 12
業務活動収支 18,161
【投資活動収支】

投資活動支出 108,822
公共施設等整備費支出 39,640
基金積立金支出 11,700
投資及び出資金支出 391
貸付金支出 57,090
その他の支出 -

投資活動収入 86,142
国県等補助金収入 20,116
基金取崩収入 4,000
貸付金元金回収収入 57,551
資産売却収入 2,207
その他の収入 2,267

投資活動収支 △ 22,680
【財務活動収支】

財務活動支出 119,058
地方債償還支出 117,175
その他の支出 1,883

財務活動収入 130,708
地方債発行収入 130,708
その他の収入 -

財務活動収支 11,650
7,131
41,585
48,716

前年度末歳計外現金残高 1,641
本年度歳計外現金増減額 227
本年度末歳計外現金残高 1,867
本年度末現金預金残高 50,584
(注)百万円単位で四捨五入しているため、合計等が一致しない場合があります。

前年度末資金残高
本年度末資金残高

科目 金額

本年度資金収支額


