
【　一　般　会　計　等　】 【様式第1号】

（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 121,196   固定負債 39,507

    有形固定資産 113,127     地方債 36,788

      事業用資産 34,299     長期未払金 -

        土地 15,853     退職手当引当金 2,658

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 44,859     その他 61

        建物減価償却累計額 △ 27,411   流動負債 4,265

        工作物 1,207     １年内償還予定地方債 3,952

        工作物減価償却累計額 △ 238     未払金 -

        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 282

        航空機 -     預り金 -

        航空機減価償却累計額 -     その他 31

        その他 - 負債合計 43,772

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 29   固定資産等形成分 122,516

      インフラ資産 78,641   余剰分（不足分） △ 42,786

        土地 410

        建物 1,955

        建物減価償却累計額 △ 1,400

        工作物 194,560

        工作物減価償却累計額 △ 117,290

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 406

      物品 354

      物品減価償却累計額 △ 167

    無形固定資産 177

      ソフトウェア 177

      その他 -

    投資その他の資産 7,892

      投資及び出資金 3,829

        有価証券 -

        出資金 3,829

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 307

      長期貸付金 960

      基金 2,819

        減債基金 -

        その他 2,819

      その他 -

      徴収不能引当金 △ 23

  流動資産 2,306

    現金預金 794

    未収金 207

    短期貸付金 -

    基金 1,320

      財政調整基金 1,319

      減債基金 1

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 △ 15 純資産合計 79,730

資産合計 123,502 負債及び純資産合計 123,502

貸借対照表
令和３年３月３１日時点



【　一　般　会　計　等　】 【様式第2号】

（単位：百万円）

    その他 -                                             

純行政コスト 42,050

    その他 -                                             

  臨時利益 51

    資産売却益 51

    資産除売却損 47

    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 41,985

  臨時損失 116

    災害復旧事業費 69

  経常収益 1,018

    使用料及び手数料 676

    その他 342

      社会保障給付 6,240

      他会計への繰出金 3,062

      その他 2

        その他 174

    移転費用 24,223

      補助金等 14,919

      その他の業務費用 420

        支払利息 226

        徴収不能引当金繰入額 20

        維持補修費 455

        減価償却費 5,001

        その他 -                                             

        その他 1,100

      物件費等 12,408

        物件費 6,952

        職員給与費 4,275

        賞与等引当金繰入額 282

        退職手当引当金繰入額 295

  経常費用 43,003

    業務費用 18,780

      人件費 5,952

行政コスト計算書
令和３年３月３１日時点

科目名 金額



【　一　般　会　計　等　】 【様式第3号】

（単位：百万円）

科目名 合計 固定資産等形成分 余剰分(不足分)

前年度末純資産残高 80,362 124,776 △ 44,414

  純行政コスト（△） △ 42,050 △ 42,050

  財源 41,413 41,413

    税収等 22,335 22,335

    国県等補助金 19,078 19,078

  本年度差額 △ 637 △ 637

  固定資産等の変動（内部変動） △ 2,265 2,265

    有形固定資産等の増加 1,689 △ 1,689

    有形固定資産等の減少 △ 4,995 4,995

    貸付金・基金等の増加 2,853 △ 2,853

    貸付金・基金等の減少 △ 1,812 1,812

  資産評価差額 △ 24 △ 24

  無償所管換等 29 29

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 △ 632 △ 2,260 1,628

本年度末純資産残高 79,730 122,516 △ 42,786

純資産変動計算書
令和３年３月３１日時点



【　一　般　会　計　等　】 【様式第4号】

（単位：百万円）

38,081
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6,051

7,421
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-                                     

△ 2,184

3,943

3,913

30
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△ 1,440

38
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    地方債発行収入

前年度末歳計外現金残高

本年度歳計外現金増減額

本年度末歳計外現金残高

本年度末現金預金残高

    その他の収入

財務活動収支

本年度資金収支額

前年度末資金残高

本年度末資金残高

【財務活動収支】

  財務活動支出

    地方債償還支出

    その他の支出

  財務活動収入

    基金取崩収入

    貸付金元金回収収入

    資産売却収入

    その他の収入

投資活動収支

    投資及び出資金支出

    貸付金支出

    その他の支出

  投資活動収入

    国県等補助金収入

業務活動収支

【投資活動収支】

  投資活動支出

    公共施設等整備費支出

    基金積立金支出

    その他の収入

  臨時支出

    災害復旧事業費支出

    その他の支出

  臨時収入

      その他の支出

  業務収入

    税収等収入

    国県等補助金収入

    使用料及び手数料収入

      その他の支出

    移転費用支出

      補助金等支出

      社会保障給付支出

      他会計への繰出支出

  業務支出

    業務費用支出

      人件費支出

      物件費等支出

      支払利息支出

資金収支計算書
令和３年３月３１日時点

科目名

【業務活動収支】



【　全　体　会　計】 【様式第1号】

（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 190,638   固定負債 93,732

    有形固定資産 184,454     地方債 61,814

      事業用資産 36,515     長期未払金 -

        土地 17,074     退職手当引当金 3,265

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 48,092     その他 28,653

        建物減価償却累計額 △ 29,698   流動負債 7,906

        工作物 1,392     １年内償還予定地方債 6,231

        工作物減価償却累計額 △ 374     未払金 1,223

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 5

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 400

        航空機 -     預り金 12

        航空機減価償却累計額 -     その他 35

        その他 - 負債合計 101,638

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 29   固定資産等形成分 191,958

      インフラ資産 141,600   余剰分（不足分） △ 95,236

        土地 3,643

        建物 5,025

        建物減価償却累計額 △ 3,056

        工作物 288,319

        工作物減価償却累計額 △ 153,132

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 801

      物品 17,968

      物品減価償却累計額 △ 11,629

    無形固定資産 199

      ソフトウェア 198

      その他 1

    投資その他の資産 5,985

      投資及び出資金 528

        有価証券 -

        出資金 528

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 417

      長期貸付金 876

      基金 4,206

        減債基金 -

        その他 4,206

      その他 4

      徴収不能引当金 △ 46

  流動資産 7,722

    現金預金 5,154

    未収金 1,157

    短期貸付金 -

    基金 1,320

      財政調整基金 1,319

      減債基金 1

    棚卸資産 35

    その他 113

    徴収不能引当金 △ 57 純資産合計 96,722

資産合計 198,360 負債及び純資産合計 198,360

貸借対照表
令和３年３月３１日時点



【　全　体　会　計】 【様式第2号】

（単位：百万円）

行政コスト計算書
令和３年３月３１日時点

科目名 金額

  経常費用 63,551

    業務費用 26,387

      人件費 7,829

        職員給与費 5,882

        賞与等引当金繰入額 395

        退職手当引当金繰入額 348

        その他 1,204

      物件費等 17,271

        物件費 9,149

        維持補修費 640

        減価償却費 7,423

        その他 59

      その他の業務費用 1,287

        支払利息 747

        徴収不能引当金繰入額 46

        その他 494

    移転費用 37,164

      補助金等 17,912

      社会保障給付 19,250

      他会計への繰出金 -                                             

      その他 2

  経常収益 6,589

    使用料及び手数料 5,794

    その他 795

純経常行政コスト 56,962

  臨時損失 183

    災害復旧事業費 69

    資産除売却損 47

    投資損失引当金繰入額 -                                             

    損失補償等引当金繰入額 -                                             

    その他 49

純行政コスト 57,045

    その他 67

  臨時利益 100

    資産売却益 51



【　全　体　会　計】 【様式第3号】

（単位：百万円）

科目名 合計 固定資産等形成分 余剰分(不足分)

前年度末純資産残高 96,450 195,324 △ 98,874

  純行政コスト（△） △ 57,045 △ 57,045

  財源 57,018 57,018

    税収等 28,047 28,047

    国県等補助金 28,971 28,971

  本年度差額 △ 27 △ 27

  固定資産等の変動（内部変動） △ 3,391 3,391

    有形固定資産等の増加 3,121 △ 3,121

    有形固定資産等の減少 △ 7,493 7,493

    貸付金・基金等の増加 2,993 △ 2,993

    貸付金・基金等の減少 △ 2,012 2,012

  資産評価差額 △ 25 △ 25

  無償所管換等 46 46

  その他 278 4 274

  本年度純資産変動額 272 △ 3,366 3,638

本年度末純資産残高 96,722 191,958 △ 95,236

純資産変動計算書
令和３年３月３１日時点



【　全　体　会　計】 【様式第4号】

（単位：百万円）

55,338

18,174
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9,046

747

523

37,164

17,912

19,250

-                                     

2

61,211

26,733

28,490

5,786

202

136

69

67

117

5,854

5,205

2,478

2,698

-                                     

2

27

2,364

568

1,724

-45

51

66

△ 2,841

6,297

6,297

-                                     

3,915

3,607

308

△ 2,382

631

4,523

5,154

-                                     

-                                     

5,154

資金収支計算書
令和３年３月３１日時点

科目名

【業務活動収支】

  業務支出

    業務費用支出

      人件費支出

      物件費等支出

      支払利息支出

      その他の支出

    移転費用支出

      補助金等支出

      社会保障給付支出

      他会計への繰出支出

      その他の支出

  業務収入

    税収等収入

    国県等補助金収入

    使用料及び手数料収入

    その他の収入

  臨時支出

    災害復旧事業費支出

    その他の支出

  臨時収入

業務活動収支

【投資活動収支】

  投資活動支出

    公共施設等整備費支出

    基金積立金支出

    投資及び出資金支出

    貸付金支出

    その他の支出

  投資活動収入

    国県等補助金収入

    基金取崩収入

    貸付金元金回収収入

    資産売却収入

    その他の収入

投資活動収支

【財務活動収支】

  財務活動支出

    地方債償還支出

    その他の支出

  財務活動収入

    地方債発行収入

前年度末歳計外現金残高

本年度歳計外現金増減額

本年度末歳計外現金残高

本年度末現金預金残高

    その他の収入

財務活動収支

本年度資金収支額

前年度末資金残高

本年度末資金残高



【　連　結　会　計　】 【様式第1号】

（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 192,483   固定負債 95,475

    有形固定資産 185,734     地方債 62,263

      事業用資産 37,422     長期未払金 -

        土地 17,461     退職手当引当金 4,474

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 49,462     その他 28,738

        建物減価償却累計額 △ 30,602   流動負債 8,347

        工作物 1,401     １年内償還予定地方債 6,327

        工作物減価償却累計額 △ 383     未払金 1,433

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 6

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 478

        航空機 -     預り金 52

        航空機減価償却累計額 -     その他 51

        その他 170 負債合計 103,822

        その他減価償却累計額 △ 117 【純資産の部】

        建設仮勘定 30   固定資産等形成分 193,914

      インフラ資産 141,601   余剰分（不足分） △ 94,973

        土地 3,643

        建物 5,025

        建物減価償却累計額 △ 3,055

        工作物 288,319

        工作物減価償却累計額 △ 153,132

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 801

      物品 19,687

      物品減価償却累計額 △ 12,976

    無形固定資産 199

      ソフトウェア 198

      その他 1

    投資その他の資産 6,550

      投資及び出資金 515

        有価証券 120

        出資金 395

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 544

      長期貸付金 22

      基金 5,346

        減債基金 -

        その他 5,346

      その他 173

      徴収不能引当金 △ 50

  流動資産 10,280

    現金預金 6,377

    未収金 1,392

    短期貸付金 -

    基金 1,431

      財政調整基金 1,430

      減債基金 1

    棚卸資産 1,026

    その他 113

    徴収不能引当金 △ 59 純資産合計 98,941

資産合計 202,763 負債及び純資産合計 202,763

貸借対照表
令和３年３月３１日時点



【　連　結　会　計　】 【様式第2号】

（単位：百万円）

    その他 90

純行政コスト 66,582

    その他 82

  臨時利益 141

    資産売却益 51

    資産除売却損 48

    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 66,524

  臨時損失 199

    災害復旧事業費 69

  経常収益 7,358

    使用料及び手数料 6,581

    その他 777

      社会保障給付 19,249

      他会計への繰出金 -                                             

      その他 22

        その他 697

    移転費用 44,658

      補助金等 25,387

      その他の業務費用 1,499

        支払利息 752

        徴収不能引当金繰入額 50

        維持補修費 681

        減価償却費 7,573

        その他 111

        その他 1,306

      物件費等 17,989

        物件費 9,624

        職員給与費 7,587

        賞与等引当金繰入額 472

        退職手当引当金繰入額 371

  経常費用 73,882

    業務費用 29,224

      人件費 9,736

行政コスト計算書
令和３年３月３１日時点

科目名 金額



【　連　結　会　計　】 【様式第3号】

（単位：百万円）

科目名 合計 固定資産等形成分 余剰分(不足分)

前年度末純資産残高 98,201 197,282 △ 99,081

  純行政コスト（△） △ 66,582 △ 66,582

  財源 67,014 67,014

    税収等 32,907 32,907

    国県等補助金 34,107 34,107

  本年度差額 432 432

  固定資産等の変動（内部変動） △ 3,405 3,405

    有形固定資産等の増加 3,311 △ 3,311

    有形固定資産等の減少 △ 7,640 7,640

    貸付金・基金等の増加 3,146 △ 3,146

    貸付金・基金等の減少 △ 2,222 2,222

  資産評価差額 △ 25 △ 25

  無償所管換等 46 46

  比例連結割合変更に伴う差額 10 10 0

  その他 277 6 271

  本年度純資産変動額 740 △ 3,368 4,108

本年度末純資産残高 98,941 193,914 △ 94,973

純資産変動計算書
令和３年３月３１日時点



【　連　結　会　計　】 【様式第4号】

（単位：百万円）

65,473

20,815

9,772

9,564

752

727

44,658

25,387

19,249

-                                     

22

71,940
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6,444

5,521

2,672

2,822

-                                     

3

24

2,573
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1,923

△ 40

52

67

△ 2,948

6,445

6,444

1

4,030

3,722

308

△ 2,415

1,081

5,293

比例連結割合変更に伴う差額 3

6,377

3

△ 3

0

6,377

    地方債発行収入

前年度末歳計外現金残高

本年度歳計外現金増減額

本年度末歳計外現金残高

本年度末現金預金残高

    その他の収入

財務活動収支

本年度資金収支額

前年度末資金残高

本年度末資金残高

【財務活動収支】

  財務活動支出

    地方債償還支出

    その他の支出

  財務活動収入

    基金取崩収入

    貸付金元金回収収入

    資産売却収入

    その他の収入

投資活動収支

    投資及び出資金支出

    貸付金支出

    その他の支出

  投資活動収入

    国県等補助金収入

業務活動収支

【投資活動収支】

  投資活動支出

    公共施設等整備費支出

    基金積立金支出

    その他の収入

  臨時支出

    災害復旧事業費支出

    その他の支出

  臨時収入

      その他の支出

  業務収入

    税収等収入

    国県等補助金収入

    使用料及び手数料収入

      その他の支出

    移転費用支出

      補助金等支出

      社会保障給付支出

      他会計への繰出支出

  業務支出

    業務費用支出

      人件費支出

      物件費等支出

      支払利息支出

資金収支計算書
令和３年３月３１日時点

科目名

【業務活動収支】


