
（単位：百万円）

金額 金額

【資産の部】 【負債の部】

固定資産 45,482 固定負債 15,921

有形固定資産 43,606 地方債等 10,096

事業用資産 12,598 長期未払金 -

土地 2,915 退職手当引当金 622

立木竹 0 損失補償等引当金 -

建物 18,140 その他 5,204

建物減価償却累計額 △10,703 流動負債 1,446

工作物 7,789 1年内償還予定地方債等 1,227

工作物減価償却累計額 △5,576 未払金 68

船舶 - 未払費用 3

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 76

航空機 - 預り金 50

航空機減価償却累計額 - その他 23

その他 907 17,367

その他減価償却累計額 △874 【純資産の部】

建設仮勘定 - 固定資産等形成分 46,799

インフラ資産 30,782 余剰分（不足分） △16,073

土地 12,801 他団体出資等分 23

建物 1,143

建物減価償却累計額 △266

工作物 33,685

工作物減価償却累計額 △17,264

その他 1,572

その他減価償却累計額 △1,012

建設仮勘定 122

物品 1,999

物品減価償却累計額 △1,773

無形固定資産 110

ソフトウェア 97

その他 13

投資その他の資産 1,766

投資及び出資金 78

有価証券 1

出資金 77

その他 -

長期延滞債権 225

長期貸付金 -

基金 1,475

減債基金 -

その他 1,475

その他 13

徴収不能引当金 △25

流動資産 2,634

現金預金 1,113

未収金 146

短期貸付金 -

基金 1,317

財政調整基金 1,099

減債基金 217

棚卸資産 25

その他 42

徴収不能引当金 △9

繰延資産 - 30,749

48,117 48,117

連結貸借対照表
(令和3年3月31日現在)

科目 科目

資産合計 負債及び純資産合計

純資産合計

負債合計
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（単位：百万円）

金額

経常費用 10,492

業務費用 5,823

人件費 1,452

職員給与費 1,074

賞与等引当金繰入額 75

退職手当引当金繰入額 66

その他 237

物件費等 4,093

物件費 2,129

維持補修費 101

減価償却費 1,702

その他 162

その他の業務費用 278

支払利息 99

徴収不能引当金繰入額 33

その他 146

移転費用 4,668

補助金等 3,496

社会保障給付 1,161

その他 12

経常収益 1,087

使用料及び手数料 555

その他 532

純経常行政コスト 9,405

臨時損失 40

災害復旧事業費 33

資産除売却損 5

損失補償等引当金繰入額 -

その他 2

臨時利益 2

資産売却益 2

その他 -

純行政コスト 9,442

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
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（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 30,865 47,603 △16,778 40

純行政コスト（△） △9,442 △9,382 △61

財源 9,346 9,302 44

税収等 5,674 5,636 38

国県等補助金 3,672 3,666 6

本年度差額 △96 △80 △17

固定資産等の変動（内部変動） △758 758

有形固定資産等の増加 754 △754

有形固定資産等の減少 △1,705 1,705

貸付金・基金等の増加 593 △593

貸付金・基金等の減少 △399 399

資産評価差額 - -

無償所管換等 △95 △95

他団体出資等分の増加 - -

他団体出資等分の減少 - -

その他 75 49 27

本年度純資産変動額 △116 △804 705 △17

本年度末純資産残高 30,749 46,799 △16,073 23

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

科目 合計

省略
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