
2021/8/10

自治体名：広島県 年度：令和元年度

会計：連結会計   

貸借対照表(BS) （単位：百万円）

科目名

【資産の部】

  固定資産 3,874,503

    有形固定資産 3,359,283

      事業用資産 681,100

        土地 409,851

        土地減損損失累計額 -17

        立木竹 3,502

        立木竹減損損失累計額 -

        建物 675,157

        建物減価償却累計額 -433,772

        建物減損損失累計額 -1

        工作物 8,077

        工作物減価償却累計額 -3,698

        工作物減損損失累計額 -

        船舶 1,342

        船舶減価償却累計額 -1,222

        船舶減損損失累計額 -

        浮標等 0

        浮標等減価償却累計額 -

        浮標等減損損失累計額 -

        航空機 1,485

        航空機減価償却累計額 -1,460

        航空機減損損失累計額 -

        その他 19,655

        その他減価償却累計額 -91

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 2,293

      インフラ資産 2,629,563

        土地 830,135

        土地減損損失累計額 -

        建物 42,069

        建物減価償却累計額 -21,138

        建物減損損失累計額 -

        工作物 3,665,061

        工作物減価償却累計額 -2,005,149

        工作物減損損失累計額 -

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 118,583

      物品 122,319

      物品減価償却累計額 -73,699

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 26,669

      ソフトウェア 643

      その他 26,025

    投資その他の資産 488,552

      投資及び出資金 99,873

        有価証券 9,708

        出資金 90,165

        その他 -

      長期延滞債権 4,592

      長期貸付金 7,866

      基金 375,652

        減債基金 283,558

        その他 92,094

      その他 868

      徴収不能引当金 -300

  流動資産 255,066

    現金預金 139,323

    未収金 14,546

    短期貸付金 7,032

    基金 59,910

      財政調整基金 11,166

      減債基金 48,744

    棚卸資産 19,784

    その他 14,700

    徴収不能引当金 -229

  繰延資産 340

資産合計 4,129,908

報告書（連結財務諸表）

金額
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2021/8/10

自治体名：広島県 年度：令和元年度

会計：連結会計   

貸借対照表(BS) （単位：百万円）

科目名

報告書（連結財務諸表）

金額

【負債の部】

  固定負債 2,923,059

    地方債等 2,480,646

    長期未払金 -

    退職手当引当金 236,840

    損失補償等引当金 1,056

    その他 204,518

  流動負債 325,520

    １年内償還予定地方債等 245,893

    未払金 44,237

    未払費用 224

    前受金 234

    前受収益 195

    賞与等引当金 16,752

    預り金 7,515

    その他 10,470

負債合計 3,248,579

【純資産の部】

  固定資産等形成分 3,941,445

  余剰分（不足分） -3,117,237

  他団体出資等分 57,121

純資産合計 881,329

負債及び純資産合計 4,129,908
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自治体名：広島県 年度：令和元年度

会計：連結会計   

行政コスト計算書(PL) （単位：百万円）

科目名

  経常費用 1,057,263

    業務費用 502,713

      人件費 263,512

        職員給与費 216,601

        賞与等引当金繰入額 16,675

        退職手当引当金繰入額 18,972

        その他 11,264

      物件費等 196,857

        物件費 87,189

        維持補修費 26,267

        減価償却費 80,707

        その他 2,694

      その他の業務費用 42,344

        支払利息 20,371

        徴収不能引当金繰入額 332

        その他 21,641

    移転費用 554,550

      補助金等 530,971

      社会保障給付 17,190

      その他 6,388

  経常収益 106,955

    使用料及び手数料 65,184

    その他 41,771

純経常行政コスト 950,307

  臨時損失 33,804

    災害復旧事業費 28,559

    資産除売却損 1,645

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 3,599

  臨時利益 9,830

    資産売却益 5,755

    その他 4,075

純行政コスト 974,281

報告書（連結財務諸表）

金額
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自治体名：広島県 年度：令和元年度

会計：連結会計   

純資産変動計算書(NW) （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 923,744 3,880,309 -3,000,185 43,619

  純行政コスト（△） -974,281 -974,281 -

  財源 946,082 946,082 -

    税収等 751,657 751,657 -

    国県等補助金 194,426 194,426 -

  本年度差額 -28,199 -28,199 -

  固定資産等の変動（内部変動） 21,432 -21,432

    有形固定資産等の増加 377,459 -377,459

    有形固定資産等の減少 -392,307 392,307

    貸付金・基金等の増加 152,271 -152,271

    貸付金・基金等の減少 -115,991 115,991

  資産評価差額 45 45

  無償所管換等 7,413 7,413

  他団体出資等分の増加 -13,501 13,501

  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 -21,674 32,245 -53,919

  本年度純資産変動額 -42,415 61,135 -117,052 13,501

本年度末純資産残高 881,329 3,941,445 -3,117,237 57,121

報告書（連結財務諸表）
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自治体名：広島県 年度：令和元年度

会計：連結会計   

資金収支計算書(CF) （単位：百万円）

科目名

【業務活動収支】

  業務支出 1,028,297

    業務費用支出 475,997

      人件費支出 263,540

      物件費等支出 116,076

      支払利息支出 20,357

      その他の支出 76,024

    移転費用支出 552,300

      補助金等支出 530,971

      社会保障給付支出 17,190

      その他の支出 4,139

  業務収入 1,093,338

    税収等収入 808,220

    国県等補助金収入 179,140

    使用料及び手数料収入 65,157

    その他の収入 40,821

  臨時支出 28,930

    災害復旧事業費支出 28,559

    その他の支出 371

  臨時収入 357

業務活動収支 36,467

【投資活動収支】

  投資活動支出 180,086

    公共施設等整備費支出 64,345

    基金積立金支出 77,696

    投資及び出資金支出 4,007

    貸付金支出 33,919

    その他の支出 119

  投資活動収入 140,327

    国県等補助金収入 18,747

    基金取崩収入 69,425

    貸付金元金回収収入 34,863

    資産売却収入 15,517

    その他の収入 1,775

投資活動収支 -39,759

【財務活動収支】

  財務活動支出 242,089

    地方債等償還支出 241,507

    その他の支出 582

  財務活動収入 259,080

    地方債等発行収入 257,581

    その他の収入 1,500

財務活動収支 16,991

本年度資金収支額 13,699

前年度末資金残高 118,710

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 132,409

前年度末歳計外現金残高 7,547

本年度歳計外現金増減額 -634

本年度末歳計外現金残高 6,913

本年度末現金預金残高 139,323

報告書（連結財務諸表）

金額
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