
【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 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 2,948,374   固定負債 1,268,616

    有形固定資産 2,634,290     地方債等 659,635

      事業用資産 790,594     長期未払金 143

        土地 382,766     退職手当引当金 155,543

        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 449,367

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 116,037

        建物 540,236     １年内償還予定地方債等 77,104

        建物減価償却累計額 -249,889     未払金 15,325

        建物減損損失累計額 -     未払費用 52

        工作物 128,102     前受金 217

        工作物減価償却累計額 -74,104     前受収益 4

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 17,495

        船舶 3,233     預り金 4,117

        船舶減価償却累計額 -879     その他 1,722

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 1,384,653

        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 2,969,971

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -1,304,021

        航空機 -   他団体出資等分 3,376

        航空機減価償却累計額 -

        航空機減損損失累計額 -

        その他 8,617

        その他減価償却累計額 -2,375

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 44,519

      インフラ資産 1,736,323

        土地 630,400

        土地減損損失累計額 -

        建物 136,804

        建物減価償却累計額 -75,223

        建物減損損失累計額 -

        工作物 2,178,208

        工作物減価償却累計額 -1,209,382

        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 75,309

      物品 357,510

      物品減価償却累計額 -250,137

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 122,843

      ソフトウェア 869

      その他 121,975

    投資その他の資産 191,241

      投資及び出資金 34,882

        有価証券 16,906

        出資金 17,976

        その他 -

      長期延滞債権 5,521

      長期貸付金 6,104

      基金 141,950

        減債基金 29,124

        その他 112,826

      その他 2,995

      徴収不能引当金 -210

  流動資産 105,605

    現金預金 57,288

    未収金 20,242

    短期貸付金 486

    基金 21,112

      財政調整基金 21,112

      減債基金 -

    棚卸資産 5,395

    その他 1,957

    徴収不能引当金 -875

  繰延資産 - 純資産合計 1,669,326

資産合計 3,053,979 負債及び純資産合計 3,053,979

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：沖縄県

会計：連結会計 （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

      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

    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

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

金額

948,740

479,841

249,526

214,427

17,459

5,944

11,697

213,518

114,352

20,110

72,685

6,372

16,797

4,696

242

11,859

468,898

433,834

34,082

983

107,709

82,483

25,225

841,031

6,482

237

1,442

2,646

2,157

3,107

1,711

1,396

844,406



【様式第3号】

自治体名：沖縄県

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 1,637,303 2,960,126 -1,326,165 3,342

  純行政コスト（△） -844,406 -843,859 -547

  財源 877,558 876,984 574

    税収等 505,949 505,864 85

    国県等補助金 371,609 371,120 489

  本年度差額 33,153 33,126 27

  固定資産等の変動（内部変動） -3,634 3,634

    有形固定資産等の増加 80,092 -80,092

    有形固定資産等の減少 -75,950 75,950

    貸付金・基金等の増加 97,284 -97,284

    貸付金・基金等の減少 -105,060 105,060

  資産評価差額 -910 -910

  無償所管換等 263 263

  他団体出資等分の増加 -8 8

  他団体出資等分の減少 1 -1

  比例連結割合変更に伴う差額 -150 -1,914 1,764 -

  その他 -333 16,040 -16,372

  本年度純資産変動額 32,023 9,845 22,144 34

本年度末純資産残高 1,669,326 2,969,971 -1,304,021 3,376

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：沖縄県

会計：連結会計 （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

      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

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

金額

893,651

421,042

244,597

135,860

4,708

35,877

472,610

435,022

34,082

3,505

945,787

510,701

328,594

80,164

26,329

1,844

237

1,607

1,073

51,364

175,932

84,146

23,539

2,574

65,673

-

141,766

56,727

13,597

64,642

3,624

3,176

-34,166

90,834

89,697

1,137

76,408

76,241

167

3,880

-170

3,710

57,288

-14,426

2,772

51,197

-390

53,579


