
【様式第1号】

自治体名：沖縄県

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 2,189,505   固定負債 690,377

    有形固定資産 2,014,368     地方債 533,434

      事業用資産 677,731     長期未払金 143

        土地 316,452     退職手当引当金 144,608

        立木竹 10,289     損失補償等引当金 3,929

        建物 461,723     その他 8,264

        建物減価償却累計額 -210,331   流動負債 84,535

        工作物 108,450     １年内償還予定地方債 64,412

        工作物減価償却累計額 -59,670     未払金 110

        船舶 3,233     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -879     前受金 -

        浮標等 122     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -56     賞与等引当金 15,451

        航空機 -     預り金 3,806

        航空機減価償却累計額 -     その他 757

        その他 8,347 負債合計 774,913

        その他減価償却累計額 -2,323 【純資産の部】

        建設仮勘定 42,374   固定資産等形成分 2,211,796

      インフラ資産 1,329,444   余剰分（不足分） -756,426

        土地 556,544

        建物 80,450

        建物減価償却累計額 -49,926

        工作物 1,679,827

        工作物減価償却累計額 -983,839

        その他 225

        その他減価償却累計額 -19

        建設仮勘定 46,182

      物品 54,525

      物品減価償却累計額 -47,332

    無形固定資産 5,205

      ソフトウェア 657

      その他 4,548

    投資その他の資産 169,932

      投資及び出資金 38,539

        有価証券 -

        出資金 38,539

        その他 -

      投資損失引当金 -5,786

      長期延滞債権 5,440

      長期貸付金 20,776

      基金 110,929

        減債基金 29,124

        その他 81,805

      その他 241

      徴収不能引当金 -206

  流動資産 40,778

    現金預金 16,406

    未収金 1,988

    短期貸付金 1,179

    基金 21,112

      財政調整基金 21,112

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 109

    徴収不能引当金 -16 純資産合計 1,455,370

資産合計 2,230,283 負債及び純資産合計 2,230,283

一般会計等貸借対照表
（令和3年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：沖縄県

会計：一般会計等 （単位：百万円）

科目

  経常費用

    業務費用

      人件費

        職員給与費

        賞与等引当金繰入額

        退職手当引当金繰入額

        その他

      物件費等

        物件費

        維持補修費

        減価償却費

        その他

      その他の業務費用

        支払利息

        徴収不能引当金繰入額

        その他

    移転費用

      補助金等

      社会保障給付

      他会計への繰出金

      その他

  経常収益

    使用料及び手数料

    その他

純経常行政コスト

  臨時損失

    災害復旧事業費

    資産除売却損

    投資損失引当金繰入額

    損失補償等引当金繰入額

    その他

  臨時利益

    資産売却益

    その他

純行政コスト

一般会計等行政コスト計算書
自　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日

金額

704,644

365,099

208,393

184,231

15,451

3,325

5,386

150,634

87,874

17,523

45,238

-

6,072

2,762

220

3,089

339,545

283,251

34,082

21,722

489

27,982

15,469

12,513

676,661

4,306

237

352

1,048

2,646

-

680,455

23

512

512



【様式第3号】

自治体名：沖縄県

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 1,431,258 2,190,960 -759,702

  純行政コスト（△） -680,455 -680,455

  財源 705,313 705,313

    税収等 409,487 409,487

    国県等補助金 295,827 295,827

  本年度差額 24,858 24,858

  固定資産等の変動（内部変動） 20,746 -20,746

    有形固定資産等の増加 58,792 -58,792

    有形固定資産等の減少 -45,442 45,442

    貸付金・基金等の増加 95,702 -95,702

    貸付金・基金等の減少 -88,306 88,306

  資産評価差額 -950 -950

  無償所管換等 263 263

  その他 -58 777 -836

  本年度純資産変動額 24,112 20,836 3,277

本年度末純資産残高 1,455,370 2,211,796 -756,426

一般会計等純資産変動計算書
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：沖縄県

会計：一般会計等 （単位：百万円）

科目

【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

    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

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

一般会計等資金収支計算書
自　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日

金額

681,661

342,116

205,149

105,589

2,762

28,617

339,545

283,251

34,082

21,722

489

715,123

434,294

252,857

15,490

12,481

237

237

-

112

33,336

148,037

58,779

23,316

-

65,943

-

122,840

42,858

13,573

65,848

561

-

-25,197

72,921

72,081

840

66,332

66,229

3,870

-167

3,703

16,406

103

-6,590

1,549

11,154

12,703


