
【様式第1号】

会計：連結会計 （単位：百万円）
科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】
  固定資産 32,144    固定負債 20,993  
    有形固定資産 31,044      地方債等 14,110  
      事業用資産 12,016      長期未払金 -  
        土地 1,313      退職手当引当金 911  
        立木竹 -      損失補償等引当金 -  
        建物 24,190      その他 5,972  
        建物減価償却累計額 △ 14,073    流動負債 1,425  
        工作物 1,104      １年内償還予定地方債等 1,011  
        工作物減価償却累計額 △ 600      未払金 108  
        船舶 2      未払費用 -  
        船舶減価償却累計額 △ 2      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 102  
        航空機 -      預り金 20  
        航空機減価償却累計額 -      その他 184  
        その他 1  負債合計 22,418  
        その他減価償却累計額 -  【純資産の部】
        建設仮勘定 81    固定資産等形成分 33,191  
      インフラ資産 17,535    余剰分（不足分） △ 20,102  
        土地 123    他団体出資等分 -  
        建物 2,382  
        建物減価償却累計額 △ 744  
        工作物 31,597  
        工作物減価償却累計額 △ 15,832  
        その他 0  
        その他減価償却累計額 0  
        建設仮勘定 8  
      物品 5,416  
      物品減価償却累計額 △ 3,923  
    無形固定資産 133  
      ソフトウェア 19  
      その他 115  
    投資その他の資産 967  
      投資及び出資金 391  
        有価証券 61  
        出資金 330  
        その他 -  
      長期延滞債権 201  
      長期貸付金 -  
      基金 289  
        減債基金 -  
        その他 289  
      その他 93  
      徴収不能引当金 △ 7  
  流動資産 3,363  
    現金預金 2,140  
    未収金 151  
    短期貸付金 -  
    基金 1,047  
      財政調整基金 1,018  
      減債基金 29  
    棚卸資産 27  
    その他 2  
    徴収不能引当金 △ 4  
  繰延資産 -  純資産合計 13,089  
資産合計 35,507  負債及び純資産合計 35,507  
※ 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）

※ 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。

  経常費用 13,063  

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

科目名 金額

    業務費用 5,623  
      人件費 1,880  
        職員給与費 1,495  
        賞与等引当金繰入額 103  
        退職手当引当金繰入額 35  
        その他 246  
      物件費等 3,456  
        物件費 1,907  
        維持補修費 85  
        減価償却費 1,464  
        その他 0  
      その他の業務費用 287  
        支払利息 147  
        徴収不能引当金繰入額 1  
        その他 139  
    移転費用 7,440  
      補助金等 4,369  
      社会保障給付 2,968  
      その他 102  
  経常収益 1,268  
    使用料及び手数料 851  
    その他 416  
純経常行政コスト 11,795  
  臨時損失 11  
    災害復旧事業費 -  
    資産除売却損 0  
    損失補償等引当金繰入額 -  

    その他 50  
純行政コスト 11,754  

    その他 11  
  臨時利益 52  
    資産売却益 2  



【様式第3号】

会計：連結会計 （単位：百万円）
科目名 合計 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 12,936  -  
  純行政コスト（△） △ 11,754  -  
  財源 12,185  -  
    税収等 6,208  -  
    国県等補助金 5,978  -  
  本年度差額 431  -  
  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 1  
  無償所管換等 △ 4  
  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 85  -  
  その他 △ 361  
  本年度純資産変動額 153  -  
本年度末純資産残高 13,089  -  
※ 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



【様式第4号】

会計：連結会計 （単位：百万円）

※ 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。

  業務支出 11,523  
    業務費用支出 4,084  
      人件費支出 1,843  

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

科目名 金額
【業務活動収支】

    移転費用支出 7,440  
      補助金等支出 4,369  
      社会保障給付支出 2,968  

      物件費等支出 1,958  
      支払利息支出 147  
      その他の支出 136  

    国県等補助金収入 5,664  
    使用料及び手数料収入 876  
    その他の収入 429  

      その他の支出 102  
  業務収入 12,842  
    税収等収入 5,874  

  臨時収入 14  
業務活動収支 1,323  
【投資活動収支】 0  

  臨時支出 11  
    災害復旧事業費支出 -  
    その他の支出 11  

    投資及び出資金支出 9  
    貸付金支出 23  
    その他の支出 -  

  投資活動支出 1,647  
    公共施設等整備費支出 1,189  
    基金積立金支出 427  

    貸付金元金回収収入 23  
    資産売却収入 5  
    その他の収入 123  

  投資活動収入 709  
    国県等補助金収入 328  
    基金取崩収入 230  

    地方債等償還支出 1,006  
    その他の支出 -  
  財務活動収入 955  

投資活動収支 △ 939  
【財務活動収支】 0  
  財務活動支出 1,006  

本年度資金収支額 334  
前年度末資金残高 1,788  
比例連結割合変更に伴う差額 0  

    地方債等発行収入 955  
    その他の収入 -  
財務活動収支 △ 51  

本年度末歳計外現金残高 20  
本年度末現金預金残高 2,140  

本年度末資金残高 2,121  

前年度末歳計外現金残高 16  
本年度歳計外現金増減額 4  


