
【様式第1号】

自治体名：沖縄県

会計：全体会計 （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 2,654,244   固定負債 1,125,280

    有形固定資産 2,367,283     地方債等 628,019

      事業用資産 726,161     長期未払金 256

        土地 337,156     退職手当引当金 147,439

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 1,283

        立木竹 10,335     その他 348,283

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 116,607

        建物 516,309     １年内償還予定地方債等 80,253

        建物減価償却累計額 -233,573     未払金 13,709

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 109,189     前受金 10

        工作物減価償却累計額 -58,774     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 17,340

        船舶 1,770     預り金 3,931

        船舶減価償却累計額 -1,707     その他 1,365

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 1,241,887

        浮標等 122 【純資産の部】

        浮標等減価償却累計額 -50   固定資産等形成分 2,678,785

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -1,183,935

        航空機 -   他団体出資等分 -

        航空機減価償却累計額 -

        航空機減損損失累計額 -

        その他 7,767

        その他減価償却累計額 -1,544

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 39,162

      インフラ資産 1,572,598

        土地 569,389

        土地減損損失累計額 -

        建物 112,121

        建物減価償却累計額 -65,697

        建物減損損失累計額 -

        工作物 1,995,068

        工作物減価償却累計額 -1,105,542

        工作物減損損失累計額 -

        その他 119

        その他減価償却累計額 -13

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 67,153

      物品 237,298

      物品減価償却累計額 -168,774

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 126,640

      ソフトウェア 524

      その他 126,116

    投資その他の資産 160,321

      投資及び出資金 39,533

        有価証券 -

        出資金 39,533

        その他 -

      投資損失引当金 -4,755

      長期延滞債権 5,845

      長期貸付金 15,044

      基金 102,539

        減債基金 21,824

        その他 80,715

      その他 2,277

      徴収不能引当金 -162

  流動資産 82,494

    現金預金 43,419

    未収金 14,172

    短期貸付金 1,679

    基金 22,862

      財政調整基金 22,862

      減債基金 -

    棚卸資産 977

    その他 366

    徴収不能引当金 -982

  繰延資産 - 純資産合計 1,494,851

資産合計 2,736,738 負債及び純資産合計 2,736,738

全体貸借対照表
（令和2年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：沖縄県

会計：全体会計 （単位：百万円）

全体行政コスト計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2年3月31日

科目名 金額

  経常費用 821,853

    業務費用 421,402

      人件費 240,672

        職員給与費 207,694

        賞与等引当金繰入額 17,317

        退職手当引当金繰入額 2,933

        その他 12,729

      物件費等 168,771

        物件費 85,537

        維持補修費 18,888

        減価償却費 63,598

        その他 747

      その他の業務費用 11,959

        支払利息 4,989

        徴収不能引当金繰入額 185

        その他 6,784

    移転費用 400,451

      補助金等 364,272

      社会保障給付 32,890

      その他 3,289

  経常収益 99,293

    使用料及び手数料 81,208

    その他 18,085

純経常行政コスト 722,560

  臨時損失 2,766

    災害復旧事業費 1,276

    資産除売却損 197

純行政コスト 720,883

    損失補償等引当金繰入額 449

    その他 320

  臨時利益 4,443

    投資損失引当金繰入額 524

    資産売却益 4,121

    その他 323



【様式第3号】

自治体名：沖縄県

会計：全体会計 （単位：百万円）

科目名 合計 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 1,469,734 2,673,409 -1,203,675 -

  純行政コスト（△） -720,883 -720,883 -

  財源 744,731 744,731 -

    税収等 485,371 485,371 -

    国県等補助金 259,360 259,360 -

  本年度差額 23,848 23,848 -

  固定資産等の変動（内部変動） 1,725 -1,725

    有形固定資産等の増加 71,228 -71,228

    有形固定資産等の減少 -64,908 64,908

    貸付金・基金等の増加 47,108 -47,108

    貸付金・基金等の減少 -51,703 51,703

  資産評価差額 621 621

  無償所管換等 -103 -103

  他団体出資等分の増加 - -

  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 750 3,133 -2,383

  本年度純資産変動額 25,117 5,376 19,740 -

本年度末純資産残高 1,494,851 2,678,785 -1,183,935 -

全体純資産変動計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2年3月31日



【様式第4号】

自治体名：沖縄県

会計：全体会計 （単位：百万円）

全体資金収支計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 776,435

    業務費用支出 375,985

      人件費支出 238,314

      物件費等支出 102,102

      支払利息支出 4,989

      その他の支出 30,579

    移転費用支出 400,451

      補助金等支出 364,272

      社会保障給付支出 32,890

      その他の支出 3,289

  業務収入 817,222

    税収等収入 493,860

    国県等補助金収入 224,539

    使用料及び手数料収入 81,261

    その他の収入 17,562

  臨時支出 1,586

    災害復旧事業費支出 1,276

    その他の支出 310

  臨時収入 965

業務活動収支 40,165

【投資活動収支】

  投資活動支出 101,806

    公共施設等整備費支出 67,407

    基金積立金支出 16,155

    投資及び出資金支出 569

    貸付金支出 17,675

    その他の支出 -

  投資活動収入 86,179

    国県等補助金収入 43,530

    基金取崩収入 17,898

    貸付金元金回収収入 18,458

    資産売却収入 4,288

    その他の収入 2,005

投資活動収支 -15,627

【財務活動収支】

  財務活動支出 84,627

    地方債等償還支出 82,977

    その他の支出 1,650

  財務活動収入 63,617

    地方債等発行収入 60,652

    その他の収入 2,964

前年度末歳計外現金残高 3,964

本年度歳計外現金増減額 -94

本年度末歳計外現金残高 3,870

本年度末現金預金残高 43,419

財務活動収支 -21,010

本年度資金収支額 3,528

前年度末資金残高 36,021

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 39,549


