
【様式第1号】

自治体名：沖縄県

会計：連結会計 （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 2,794,111   固定負債 1,152,654

    有形固定資産 2,485,850     地方債等 646,943

      事業用資産 788,704     長期未払金 256

        土地 383,233     退職手当引当金 151,007

        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 353,165

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 126,594

        建物 532,529     １年内償還予定地方債等 86,765

        建物減価償却累計額 -241,918     未払金 16,455

        建物減損損失累計額 -     未払費用 141

        工作物 128,229     前受金 78

        工作物減価償却累計額 -72,349     前受収益 25

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 17,377

        船舶 1,771     預り金 4,285

        船舶減価償却累計額 -1,707     その他 1,467

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 1,279,248

        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 2,817,823

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -1,202,820

        航空機 -   他団体出資等分 3,342

        航空機減価償却累計額 -

        航空機減損損失累計額 -

        その他 8,029

        その他減価償却累計額 -1,592

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 42,072

      インフラ資産 1,627,296

        土地 603,746

        土地減損損失累計額 -

        建物 119,205

        建物減価償却累計額 -66,470

        建物減損損失累計額 -

        工作物 2,027,046

        工作物減価償却累計額 -1,124,111

        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 67,773

      物品 243,338

      物品減価償却累計額 -173,488

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 126,921

      ソフトウェア 764

      その他 126,157

    投資その他の資産 181,340

      投資及び出資金 35,734

        有価証券 16,807

        出資金 18,927

        その他 -

      長期延滞債権 5,850

      長期貸付金 7,416

      基金 130,032

        減債基金 21,824

        その他 108,207

      その他 2,469

      徴収不能引当金 -162

  流動資産 103,482

    現金預金 51,683

    未収金 17,030

    短期貸付金 850

    基金 22,862

      財政調整基金 22,862

      減債基金 -

    棚卸資産 10,006

    その他 2,035

    徴収不能引当金 -984

  繰延資産 - 純資産合計 1,618,346

資産合計 2,897,593 負債及び純資産合計 2,897,593

連結貸借対照表
（令和2年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：沖縄県

会計：連結会計 （単位：百万円）

    資産売却益 4,722

    その他 7,059

純行政コスト 718,747

    損失補償等引当金繰入額 449

    その他 7,450

  臨時利益 11,781

  臨時損失 9,419

    災害復旧事業費 1,276

    資産除売却損 245

    使用料及び手数料 82,186

    その他 27,214

純経常行政コスト 721,108

      社会保障給付 32,890

      その他 3,653

  経常収益 109,399

        その他 9,405

    移転費用 393,929

      補助金等 357,386

      その他の業務費用 14,772

        支払利息 5,180

        徴収不能引当金繰入額 187

        維持補修費 19,610

        減価償却費 65,672

        その他 5,891

        その他 13,826

      物件費等 177,466

        物件費 86,293

        職員給与費 209,825

        賞与等引当金繰入額 17,355

        退職手当引当金繰入額 3,336

  経常費用 830,508

    業務費用 436,579

      人件費 244,341

連結行政コスト計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2年3月31日

科目名 金額



【様式第3号】

自治体名：沖縄県

会計：連結会計 （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 1,592,914 2,807,185 -1,217,709 3,438

  純行政コスト（△） -718,747 -718,121 -626

  財源 743,199 742,628 571

    税収等 479,669 479,595 74

    国県等補助金 263,530 263,033 497

  本年度差額 24,452 24,507 -55

  固定資産等の変動（内部変動） 6,795 -6,795

    有形固定資産等の増加 71,153 -71,153

    有形固定資産等の減少 -67,727 67,727

    貸付金・基金等の増加 61,240 -61,240

    貸付金・基金等の減少 -57,870 57,870

  資産評価差額 497 497

  無償所管換等 -122 -122

  他団体出資等分の増加 -48 48

  他団体出資等分の減少 89 -89

  比例連結割合変更に伴う差額 -147 1,155 -1,301 -

  その他 751 2,314 -1,563

  本年度純資産変動額 25,431 10,638 14,889 -96

本年度末純資産残高 1,618,346 2,817,823 -1,202,820 3,342

連結純資産変動計算書
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：連結会計 （単位：百万円）

前年度末歳計外現金残高 3,988

本年度歳計外現金増減額 -109

本年度末歳計外現金残高 3,880

本年度末現金預金残高 51,683

財務活動収支 -20,153

本年度資金収支額 2,582

前年度末資金残高 45,017

比例連結割合変更に伴う差額 204

本年度末資金残高 47,803

    地方債等償還支出 94,045

    その他の支出 1,722

  財務活動収入 75,615

    地方債等発行収入 72,030

    その他の収入 3,585

    資産売却収入 8,530

    その他の収入 2,401

投資活動収支 -17,277

【財務活動収支】

  財務活動支出 95,768

    その他の支出 0

  投資活動収入 93,808

    国県等補助金収入 47,165

    基金取崩収入 17,955

    貸付金元金回収収入 17,757

  投資活動支出 111,085

    公共施設等整備費支出 72,887

    基金積立金支出 16,394

    投資及び出資金支出 4,576

    貸付金支出 17,228

    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 40,012

【投資活動収支】

    税収等収入 487,934

    国県等補助金収入 228,834

    使用料及び手数料収入 82,059

    その他の収入 26,809

  臨時支出 1,586

    移転費用支出 393,892

      補助金等支出 357,384

      社会保障給付支出 32,890

      その他の支出 3,618

  業務収入 825,636

    業務費用支出 391,112

      人件費支出 241,434

      物件費等支出 107,527

      支払利息支出 5,192

      その他の支出 36,959

連結資金収支計算書
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 785,004


