
【様式第1号】

自治体名：宮崎県

会計：連結会計 （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 1,640,884   固定負債 939,959

    有形固定資産 1,522,904     地方債等 797,105

      事業用資産 318,023     長期未払金 6,695

        土地 113,614     退職手当引当金 123,689

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 19

        立木竹 46,169     その他 12,449

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 119,253

        建物 425,286     １年内償還予定地方債等 88,721

        建物減価償却累計額 -276,957     未払金 6,355

        建物減損損失累計額 -     未払費用 724

        工作物 27,260     前受金 266

        工作物減価償却累計額 -23,162     前受収益 17

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 10,086

        船舶 3,176     預り金 1,781

        船舶減価償却累計額 -3,176     その他 11,304

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 1,059,212

        浮標等 3,177 【純資産の部】

        浮標等減価償却累計額 -1,298   固定資産等形成分 1,696,584

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -972,664

        航空機 918   他団体出資等分 -1,734

        航空機減価償却累計額 -918

        航空機減損損失累計額 -

        その他 1,410

        その他減価償却累計額 -557

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 3,080

      インフラ資産 1,183,873

        土地 201,193

        土地減損損失累計額 -

        建物 35,162

        建物減価償却累計額 -21,118

        建物減損損失累計額 -

        工作物 2,406,758

        工作物減価償却累計額 -1,444,069

        工作物減損損失累計額 -

        その他 1,371

        その他減価償却累計額 -452

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 5,029

      物品 62,156

      物品減価償却累計額 -41,148

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 2,325

      ソフトウェア 2,151

      その他 174

    投資その他の資産 115,655

      投資及び出資金 14,145

        有価証券 4,218

        出資金 9,927

        その他 0

      長期延滞債権 1,447

      長期貸付金 14,867

      基金 83,063

        減債基金 5,092

        その他 77,971

      その他 2,218

      徴収不能引当金 -85

  流動資産 140,515

    現金預金 42,560

    未収金 9,271

    短期貸付金 11,671

    基金 44,029

      財政調整基金 11,723

      減債基金 32,306

    棚卸資産 1,113

    その他 31,986

    徴収不能引当金 -116

  繰延資産 - 純資産合計 722,186

資産合計 1,781,398 負債及び純資産合計 1,781,398

連結貸借対照表
（令和3年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：宮崎県

会計：連結会計 （単位：百万円）

    資産売却益 457

    その他 1,233

純行政コスト 603,209

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 672

  臨時利益 1,690

  臨時損失 7,831

    災害復旧事業費 6,029

    資産除売却損 1,130

    使用料及び手数料 41,102

    その他 17,712

純経常行政コスト 597,068

      社会保障給付 13,928

      その他 1,655

  経常収益 58,814

        その他 6,378

    移転費用 318,199

      補助金等 302,615

      その他の業務費用 10,528

        支払利息 4,022

        徴収不能引当金繰入額 128

        維持補修費 41,720

        減価償却費 56,416

        その他 2,072

        その他 8,265

      物件費等 160,641

        物件費 60,434

        職員給与費 138,195

        賞与等引当金繰入額 10,241

        退職手当引当金繰入額 9,812

  経常費用 655,882

    業務費用 337,683

      人件費 166,514

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 金額



【様式第3号】

自治体名：宮崎県

会計：連結会計 （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 717,477 1,698,101 -979,328 -1,297

  純行政コスト（△） -603,209 -601,811 -1,398

  財源 606,503 605,546 956

    税収等 417,228 417,197 31

    国県等補助金 189,275 188,349 926

  本年度差額 3,294 3,735 -441

  固定資産等の変動（内部変動） -2,162 2,162

    有形固定資産等の増加 45,292 -45,292

    有形固定資産等の減少 -59,660 59,660

    貸付金・基金等の増加 141,510 -141,510

    貸付金・基金等の減少 -129,304 129,304

  資産評価差額 135 135

  無償所管換等 891 891

  他団体出資等分の増加 -4 4

  他団体出資等分の減少 - -

  比例連結割合変更に伴う差額 - - - -

  その他 390 -382 772

  本年度純資産変動額 4,710 -1,517 6,664 -437

本年度末純資産残高 722,186 1,696,584 -972,664 -1,734

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



【様式第4号】

自治体名：宮崎県

会計：連結会計 （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 42,560

財務活動収支 7,668

本年度資金収支額 2,893

前年度末資金残高 37,691

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 40,584

    地方債等償還支出 103,811

    その他の支出 243

  財務活動収入 111,722

    地方債等発行収入 111,568

    その他の収入 154

    資産売却収入 975

    その他の収入 13,372

投資活動収支 -36,391

【財務活動収支】

  財務活動支出 104,054

    その他の支出 397

  投資活動収入 112,267

    国県等補助金収入 16,260

    基金取崩収入 31,326

    貸付金元金回収収入 50,333

  投資活動支出 148,658

    公共施設等整備費支出 44,545

    基金積立金支出 44,618

    投資及び出資金支出 10,111

    貸付金支出 48,987

    災害復旧事業費支出 6,029

    その他の支出 696

  臨時収入 5,379

業務活動収支 31,616

【投資活動収支】

    税収等収入 437,014

    国県等補助金収入 168,290

    使用料及び手数料収入 39,467

    その他の収入 18,622

  臨時支出 6,725

    移転費用支出 318,159

      補助金等支出 302,598

      社会保障給付支出 13,928

      その他の支出 1,632

  業務収入 663,393

    業務費用支出 312,271

      人件費支出 169,967

      物件費等支出 106,070

      支払利息支出 4,022

      その他の支出 32,212

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 金額

【業務活動収支】

  業務支出 630,430


