
【様式第1号】

自治体名：宮崎県

会計：一般会計等 （単位：百万円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 1,534,427   固定負債 895,952

    有形固定資産 1,409,963     地方債 768,985

      事業用資産 241,135     長期未払金 2,589

        土地 90,154     退職手当引当金 119,215

        立木竹 19,294     損失補償等引当金 4,649

        建物 361,374     その他 513

        建物減価償却累計額 -234,946   流動負債 88,309

        工作物 22,463     １年内償還予定地方債 76,837

        工作物減価償却累計額 -20,043     未払金 900

        船舶 2,841     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -2,841     前受金 -

        浮標等 2,363     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -563     賞与等引当金 9,041

        航空機 918     預り金 1,510

        航空機減価償却累計額 -918     その他 21

        その他 720 負債合計 984,261

        その他減価償却累計額 -6 【純資産の部】

        建設仮勘定 323   固定資産等形成分 1,581,629

      インフラ資産 1,160,833   余剰分（不足分） -960,624

        土地 192,561

        建物 26,235

        建物減価償却累計額 -15,276

        工作物 2,365,662

        工作物減価償却累計額 -1,412,543

        その他 12

        その他減価償却累計額 0

        建設仮勘定 4,182

      物品 11,511

      物品減価償却累計額 -3,516

    無形固定資産 1,453

      ソフトウェア 1,433

      その他 20

    投資その他の資産 123,012

      投資及び出資金 14,639

        有価証券 -

        出資金 14,639

        その他 -

      投資損失引当金 -104

      長期延滞債権 1,442

      長期貸付金 42,849

      基金 64,261

        減債基金 4,165

        その他 60,096

      その他 -

      徴収不能引当金 -75

  流動資産 70,838

    現金預金 22,854

    未収金 827

    短期貸付金 3,173

    基金 44,029

      財政調整基金 11,723

      減債基金 32,306

    棚卸資産 3

    その他 -

    徴収不能引当金 -48 純資産合計 621,005

資産合計 1,605,265 負債及び純資産合計 1,605,265

貸借対照表
（令和3年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：宮崎県

会計：一般会計等 （単位：百万円）

    その他 1,320

純行政コスト 488,944

    その他 49

  臨時利益 1,777

    資産売却益 457

    資産除売却損 1,017

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 81

純経常行政コスト 483,545

  臨時損失 7,177

    災害復旧事業費 6,029

  経常収益 23,282

    使用料及び手数料 9,655

    その他 13,627

      社会保障給付 13,928

      他会計への繰出金 7,287

      その他 1,370

        その他 2,560

    移転費用 221,803

      補助金等 199,218

      その他の業務費用 6,251

        支払利息 3,568

        徴収不能引当金繰入額 123

        維持補修費 40,508

        減価償却費 51,823

        その他 -

        その他 4,456

      物件費等 132,971

        物件費 40,640

        職員給与費 122,998

        賞与等引当金繰入額 9,041

        退職手当引当金繰入額 9,308

  経常費用 506,827

    業務費用 285,025

      人件費 145,803

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 金額



【様式第3号】

自治体名：宮崎県

会計：一般会計等 （単位：百万円）

固定資産
等形成分

余剰分
(不足分)

前年度末純資産残高 616,632 1,586,066 -969,435

  純行政コスト（△） -488,944 -488,944

  財源 492,558 492,558

    税収等 342,449 342,449

    国県等補助金 150,109 150,109

  本年度差額 3,614 3,614

  固定資産等の変動（内部変動） -4,900 4,900

    有形固定資産等の増加 39,091 -39,091

    有形固定資産等の減少 -53,127 53,127

    貸付金・基金等の増加 86,802 -86,802

    貸付金・基金等の減少 -77,666 77,666

  資産評価差額 -1 -1

  無償所管換等 891 891

  その他 -130 -427 297

  本年度純資産変動額 4,373 -4,437 8,811

本年度末純資産残高 621,005 1,581,629 -960,624

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



【様式第4号】

自治体名：宮崎県

会計：一般会計等 （単位：百万円）

前年度末歳計外現金残高 1,810

本年度歳計外現金増減額 166

本年度末歳計外現金残高 1,976

本年度末現金預金残高 22,854

    その他の収入 -

財務活動収支 3,100

本年度資金収支額 5,632

前年度末資金残高 15,247

本年度末資金残高 20,878

  財務活動支出 98,016

    地方債償還支出 97,972

    その他の支出 44

  財務活動収入 101,116

    地方債発行収入 101,116

    貸付金元金回収収入 50,397

    資産売却収入 852

    その他の収入 10

投資活動収支 -30,771

【財務活動収支】

    貸付金支出 49,228

    その他の支出 -

  投資活動収入 96,693

    国県等補助金収入 16,252

    基金取崩収入 29,183

【投資活動収支】

  投資活動支出 127,464

    公共施設等整備費支出 39,087

    基金積立金支出 39,149

    投資及び出資金支出 -

  臨時支出 6,137

    災害復旧事業費支出 6,029

    その他の支出 108

  臨時収入 4,374

業務活動収支 33,303

  業務収入 514,932

    税収等収入 362,252

    国県等補助金収入 129,484

    使用料及び手数料収入 9,648

    その他の収入 13,548

    移転費用支出 221,803

      補助金等支出 199,218

      社会保障給付支出 13,928

      他会計への繰出支出 7,287

      その他の支出 1,370

    業務費用支出 258,064

      人件費支出 149,788

      物件費等支出 82,180

      支払利息支出 3,568

      その他の支出 22,528

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 金額

【業務活動収支】

  業務支出 479,866


