
【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 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 2,811,910   固定負債 1,247,486

    有形固定資産 2,519,043     地方債等 645,885

      事業用資産 730,442     長期未払金 143

        土地 337,256     退職手当引当金 151,717

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 3,929

        立木竹 10,302     その他 445,813

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 109,638

        建物 523,394     １年内償還予定地方債等 73,722

        建物減価償却累計額 -241,434     未払金 13,189

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 111,231     前受金 3

        工作物減価償却累計額 -61,421     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 17,456

        船舶 3,233     預り金 3,807

        船舶減価償却累計額 -879     その他 1,461

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 1,357,124

        浮標等 122 【純資産の部】

        浮標等減価償却累計額 -56   固定資産等形成分 2,833,789

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -1,288,106

        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 8,349

        その他減価償却累計額 -2,323

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 42,668

      インフラ資産 1,682,333

        土地 596,043

        土地減損損失累計額 -

        建物 129,710

        建物減価償却累計額 -74,245

        建物減損損失累計額 -

        工作物 2,146,065

        工作物減価償却累計額 -1,190,071

        工作物減損損失累計額 -

        その他 225

        その他減価償却累計額 -19

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 74,624

      物品 352,383

      物品減価償却累計額 -246,114

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 122,650

      ソフトウェア 710

      その他 121,941

    投資その他の資産 170,217

      投資及び出資金 38,566

        有価証券 -

        出資金 38,566

        その他 -

      投資損失引当金 -5,786

      長期延滞債権 5,516

      長期貸付金 16,014

      基金 114,033

        減債基金 29,124

        その他 84,909

      その他 2,080

      徴収不能引当金 -207

  流動資産 90,897

    現金預金 51,147

    未収金 17,548

    短期貸付金 767

    基金 21,112

      財政調整基金 21,112

      減債基金 -

    棚卸資産 1,071

    その他 126

    徴収不能引当金 -873

  繰延資産 - 純資産合計 1,545,684

資産合計 2,902,807 負債及び純資産合計 2,902,807

全体貸借対照表
（令和3年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：沖縄県

会計：全体会計 （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 844,580

1,637

1,527

582

237

365

1,048

2,646

945

96,716

81,574

15,142

840,175

5,932

473,480

438,845

34,082

-

552

279

12,657

4,538

222

7,897

10,672

204,799

114,371

19,489

70,659

463,411

245,956

212,349

17,419

5,516

全体行政コスト計算書
自　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日

金額

936,891



【様式第3号】

自治体名：沖縄県

会計：全体会計 （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 1,513,808 2,821,088 -1,307,280 -

  純行政コスト（△） -844,580 -844,580 -

  財源 877,200 877,200 -

    税収等 509,839 509,839 -

    国県等補助金 367,361 367,361 -

  本年度差額 32,620 32,620 -

  固定資産等の変動（内部変動） 7,513 -7,513

    有形固定資産等の増加 77,578 -77,578

    有形固定資産等の減少 -72,121 72,121

    貸付金・基金等の増加 96,026 -96,026

    貸付金・基金等の減少 -93,969 93,969

  資産評価差額 -950 -950

  無償所管換等 263 263

  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 -57 5,876 -5,933

  本年度純資産変動額 31,875 12,701 19,174 -

本年度末純資産残高 1,545,684 2,833,789 -1,288,106 -

全体純資産変動計算書
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：全体会計 （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

    地方債等償還支出

    その他の支出

  財務活動収入

    地方債等発行収入

    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

比例連結割合変更に伴う差額

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 51,147

-

47,444

3,870

-167

3,703

72,833

103

-9,764

4,501

42,943

82,700

81,585

1,115

72,935

13,573

65,368

1,090

3,148

-31,417

-

65,943

-

139,445

56,265

45,683

170,862

81,603

23,316

15,109

1,844

237

1,607

1,072

552

933,833

514,888

324,391

79,445

33,053

473,480

438,845

34,082

-

887,378

413,899

241,576

134,732

4,538

全体資金収支計算書
自　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日

金額


