
自治体名：島根県 年度：令和2年度

会計：一般会計等

貸借対照表(BS) （単位：百万円）

科目

【資産の部】

  固定資産 1,556,467

    有形固定資産 1,390,481

      事業用資産 524,932

        土地 373,724

        立木竹 1,978

        建物 321,378

        建物減価償却累計額 -186,812

        工作物 85,617

        工作物減価償却累計額 -73,340

        船舶 8

        船舶減価償却累計額 -7

        浮標等 396

        浮標等減価償却累計額 -350

        航空機 1

        航空機減価償却累計額 -1

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 2,338

      インフラ資産 857,812

        土地 51,850

        建物 10,161

        建物減価償却累計額 -3,860

        工作物 3,842,339

        工作物減価償却累計額 -3,068,125

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 25,448

      物品 35,594

      物品減価償却累計額 -27,857

    無形固定資産 553

      ソフトウェア 553

      その他 -

    投資その他の資産 165,433

      投資及び出資金 69,084

        有価証券 614

        出資金 68,471

        その他 -

      投資損失引当金 -24,277

      長期延滞債権 1,487

      長期貸付金 54,661

      基金 64,503

        減債基金 38,096

        その他 26,407

      その他 -

      徴収不能引当金 -25

  流動資産 52,026

    現金預金 30,713

    未収金 829

    短期貸付金 2,970

    基金 17,566

      財政調整基金 17,566

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -51

資産合計 1,608,492

報告書（財務諸表）

金額
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自治体名：島根県 年度：令和2年度

会計：一般会計等

貸借対照表(BS) （単位：百万円）

科目

報告書（財務諸表）

金額

【負債の部】

  固定負債 980,583

    地方債 869,591

    長期未払金 -

    退職手当引当金 98,681

    損失補償等引当金 12,281

    その他 30

  流動負債 92,863

    １年内償還予定地方債 83,099

    未払金 -

    未払費用 -

    前受金 -

    前受収益 -

    賞与等引当金 8,141

    預り金 1,598

    その他 25

負債合計 1,073,446

【純資産の部】

  固定資産等形成分 1,577,002

  余剰分（不足分） -1,041,956

純資産合計 535,046

負債及び純資産合計 1,608,492
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自治体名：島根県 年度：令和2年度

会計：一般会計等

行政コスト計算書(PL) （単位：百万円）

科目

  経常費用 425,885

    業務費用 278,226

      人件費 122,372

        職員給与費 113,296

        賞与等引当金繰入額 8,141

        退職手当引当金繰入額 6

        その他 928

      物件費等 134,331

        物件費 48,147

        維持補修費 35,196

        減価償却費 50,988

        その他 -

      その他の業務費用 21,523

        支払利息 5,168

        徴収不能引当金繰入額 61

        その他 16,293

    移転費用 147,659

      補助金等 135,894

      社会保障給付 5,223

      他会計への繰出金 3,555

      その他 2,987

  経常収益 15,380

    使用料及び手数料 4,913

    その他 10,468

純経常行政コスト 410,505

  臨時損失 1,956

    災害復旧事業費 1,712

    資産除売却損 244

    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 5,593

    資産売却益 681

    その他 4,911

純行政コスト 406,868

報告書（財務諸表）

金額
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自治体名：島根県 年度：令和2年度

会計：一般会計等

純資産変動計算書(NW) （単位：百万円）

科目 合計 固定資産等形成分 余剰分(不足分)

前年度末純資産残高 609,623 1,674,161 -1,064,538

  純行政コスト（△） -406,868 -406,868

  財源 415,604 415,604

    税収等 301,263 301,263

    国県等補助金 114,341 114,341

  本年度差額 8,736 8,736

  固定資産等の変動（内部変動） -13,846 13,846

    有形固定資産等の増加 35,990 -35,990

    有形固定資産等の減少 -51,267 51,267

    貸付金・基金等の増加 25,541 -25,541

    貸付金・基金等の減少 -24,110 24,110

  資産評価差額 1,502 1,502

  無償所管換等 -84,795 -84,795

  その他 -20 -20 -

  本年度純資産変動額 -74,577 -97,159 22,582

本年度末純資産残高 535,046 1,577,002 -1,041,956

報告書（財務諸表）
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自治体名：島根県 年度：令和2年度

会計：一般会計等

資金収支計算書(CF) （単位：百万円）

科目

【業務活動収支】

  業務支出 374,559

    業務費用支出 226,900

      人件費支出 122,283

      物件費等支出 83,344

      支払利息支出 5,168

      その他の支出 16,105

    移転費用支出 147,659

      補助金等支出 135,894

      社会保障給付支出 5,223

      他会計への繰出支出 3,555

      その他の支出 2,987

  業務収入 400,892

    税収等収入 300,978

    国県等補助金収入 88,704

    使用料及び手数料収入 4,889

    その他の収入 6,321

  臨時支出 1,712

    災害復旧事業費支出 1,712

    その他の支出 -

  臨時収入 1,297

業務活動収支 25,917

【投資活動収支】

  投資活動支出 96,925

    公共施設等整備費支出 35,990

    基金積立金支出 19,248

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 41,687

    その他の支出 -

  投資活動収入 84,242

    国県等補助金収入 24,341

    基金取崩収入 18,085

    貸付金元金回収収入 41,075

    資産売却収入 717

    その他の収入 24

投資活動収支 -12,684

【財務活動収支】

  財務活動支出 97,876

    地方債償還支出 97,876

    その他の支出 -

  財務活動収入 91,070

    地方債発行収入 91,070

    その他の収入 -

財務活動収支 -6,806

本年度資金収支額 6,427

前年度末資金残高 22,687

本年度末資金残高 29,114

前年度末歳計外現金残高 1,591

本年度歳計外現金増減額 7

本年度末歳計外現金残高 1,598

本年度末現金預金残高 30,713

報告書（財務諸表）

金額
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自治体名：島根県 年度：令和2年度

会計：全体会計

貸借対照表(BS) （単位：百万円）

科目

【資産の部】

  固定資産 1,670,059

    有形固定資産 1,513,718

      事業用資産 549,699

        土地 382,767

        立木竹 1,978

        建物 360,867

        建物減価償却累計額 -211,058

        工作物 86,570

        工作物減価償却累計額 -73,939

        船舶 8

        船舶減価償却累計額 -7

        浮標等 420

        浮標等減価償却累計額 -354

        航空機 1

        航空機減価償却累計額 -1

        その他 110

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 2,338

      インフラ資産 935,288

        土地 55,715

        建物 17,060

        建物減価償却累計額 -6,135

        工作物 3,921,443

        工作物減価償却累計額 -3,088,361

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 35,566

      物品 78,099

      物品減価償却累計額 -49,369

    無形固定資産 7,446

      ソフトウェア 628

      その他 6,818

    投資その他の資産 148,895

      投資及び出資金 30,862

        有価証券 614

        出資金 30,248

        その他 -

      長期延滞債権 1,584

      長期貸付金 50,285

      基金 65,705

        減債基金 38,096

        その他 27,610

      その他 484

      徴収不能引当金 -25

  流動資産 70,862

    現金預金 44,417

    未収金 5,127

    短期貸付金 1,197

    基金 17,566

      財政調整基金 17,566

      減債基金 -

    棚卸資産 2,660

    その他 59

    徴収不能引当金 -164

  繰延資産 -

資産合計 1,740,921

報告書（連結財務諸表）

金額
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自治体名：島根県 年度：令和2年度

会計：全体会計

貸借対照表(BS) （単位：百万円）

科目

報告書（連結財務諸表）

金額

【負債の部】

  固定負債 1,088,483

    地方債等 920,449

    長期未払金 -

    退職手当引当金 103,680

    損失補償等引当金 12,281

    その他 52,073

  流動負債 101,898

    １年内償還予定地方債等 86,612

    未払金 4,260

    未払費用 310

    前受金 -

    前受収益 -

    賞与等引当金 8,724

    預り金 1,789

    その他 203

負債合計 1,190,381

【純資産の部】

  固定資産等形成分 1,688,822

  余剰分（不足分） -1,138,282

  他団体出資等分 -

純資産合計 550,540

負債及び純資産合計 1,740,921
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自治体名：島根県 年度：令和2年度

会計：全体会計

行政コスト計算書(PL) （単位：百万円）

科目

  経常費用 510,879

    業務費用 309,702

      人件費 134,371

        職員給与費 122,125

        賞与等引当金繰入額 8,722

        退職手当引当金繰入額 514

        その他 3,011

      物件費等 150,970

        物件費 54,185

        維持補修費 36,307

        減価償却費 57,050

        その他 3,428

      その他の業務費用 24,360

        支払利息 5,771

        徴収不能引当金繰入額 61

        その他 18,528

    移転費用 201,177

      補助金等 192,956

      社会保障給付 5,223

      その他 2,998

  経常収益 38,392

    使用料及び手数料 26,028

    その他 12,364

純経常行政コスト 472,487

  臨時損失 3,534

    災害復旧事業費 1,712

    資産除売却損 1,212

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 609

  臨時利益 5,937

    資産売却益 681

    その他 5,256

純行政コスト 470,084

報告書（連結財務諸表）

金額
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自治体名：島根県 年度：令和2年度

会計：全体会計

純資産変動計算書(NW) （単位：百万円）

科目 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 614,066 1,741,589 -1,127,522 -

  純行政コスト（△） -470,084 -470,084 -

  財源 480,569 480,569 -

    税収等 352,639 352,639 -

    国県等補助金 127,930 127,930 -

  本年度差額 10,485 10,485 -

  固定資産等の変動（内部変動） -12,858 12,858

    有形固定資産等の増加 45,319 -45,319

    有形固定資産等の減少 -59,363 59,363

    貸付金・基金等の増加 25,261 -25,261

    貸付金・基金等の減少 -24,075 24,075

  資産評価差額 1,502 1,502

  無償所管換等 -84,793 -84,793

  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 9,279 43,382 -34,103

  本年度純資産変動額 -63,526 -52,766 -10,760 -

本年度末純資産残高 550,540 1,688,822 -1,138,282 -

報告書（連結財務諸表）
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自治体名：島根県 年度：令和2年度

会計：全体会計

資金収支計算書(CF) （単位：百万円）

科目

【業務活動収支】

  業務支出 453,813

    業務費用支出 252,636

      人件費支出 134,247

      物件費等支出 93,918

      支払利息支出 5,771

      その他の支出 18,700

    移転費用支出 201,177

      補助金等支出 192,956

      社会保障給付支出 5,223

      その他の支出 2,998

  業務収入 485,206

    税収等収入 350,337

    国県等補助金収入 100,352

    使用料及び手数料収入 26,049

    その他の収入 8,468

  臨時支出 3,125

    災害復旧事業費支出 1,712

    その他の支出 1,413

  臨時収入 2,665

業務活動収支 30,933

【投資活動収支】

  投資活動支出 103,849

    公共施設等整備費支出 42,977

    基金積立金支出 19,248

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 41,457

    その他の支出 168

  投資活動収入 88,016

    国県等補助金収入 25,235

    基金取崩収入 18,085

    貸付金元金回収収入 40,952

    資産売却収入 1,114

    その他の収入 2,630

投資活動収支 -15,833

【財務活動収支】

  財務活動支出 104,119

    地方債等償還支出 103,191

    その他の支出 928

  財務活動収入 98,477

    地方債等発行収入 98,539

    その他の収入 -62

財務活動収支 -5,642

本年度資金収支額 9,458

前年度末資金残高 33,361

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 42,819

前年度末歳計外現金残高 1,591

本年度歳計外現金増減額 7

本年度末歳計外現金残高 1,598

本年度末現金預金残高 44,417

報告書（連結財務諸表）

金額
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自治体名：島根県 年度：令和2年度

会計：連結会計

貸借対照表(BS) （単位：百万円）

科目

【資産の部】

  固定資産 1,754,568

    有形固定資産 1,636,525

      事業用資産 654,520

        土地 392,744

        立木竹 83,922

        建物 388,626

        建物減価償却累計額 -226,804

        工作物 88,002

        工作物減価償却累計額 -74,499

        船舶 180

        船舶減価償却累計額 -172

        浮標等 420

        浮標等減価償却累計額 -354

        航空機 1

        航空機減価償却累計額 -1

        その他 117

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 2,338

      インフラ資産 951,233

        土地 56,580

        建物 17,720

        建物減価償却累計額 -6,301

        工作物 3,957,278

        工作物減価償却累計額 -3,109,634

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 35,590

      物品 81,393

      物品減価償却累計額 -50,621

    無形固定資産 7,770

      ソフトウェア 782

      その他 6,988

    投資その他の資産 110,272

      投資及び出資金 10,757

        有価証券 2,169

        出資金 8,385

        その他 203

      長期延滞債権 1,584

      長期貸付金 10,868

      基金 86,546

        減債基金 38,096

        その他 48,450

      その他 541

      徴収不能引当金 -25

  流動資産 90,095

    現金預金 49,089

    未収金 6,559

    短期貸付金 1,171

    基金 17,572

      財政調整基金 17,572

      減債基金 -

    棚卸資産 11,935

    その他 4,248

    徴収不能引当金 -478

  繰延資産 -

資産合計 1,844,663

報告書（連結財務諸表）

金額
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自治体名：島根県 年度：令和2年度

会計：連結会計

貸借対照表(BS) （単位：百万円）

科目

報告書（連結財務諸表）

金額

【負債の部】

  固定負債 1,113,066

    地方債等 945,682

    長期未払金 -

    退職手当引当金 105,017

    損失補償等引当金 -

    その他 62,368

  流動負債 114,239

    １年内償還予定地方債等 97,042

    未払金 5,802

    未払費用 311

    前受金 10

    前受収益 0

    賞与等引当金 8,796

    預り金 2,021

    その他 257

負債合計 1,227,306

【純資産の部】

  固定資産等形成分 1,773,310

  余剰分（不足分） -1,176,598

  他団体出資等分 20,645

純資産合計 617,357

負債及び純資産合計 1,844,663
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自治体名：島根県 年度：令和2年度

会計：連結会計

行政コスト計算書(PL) （単位：百万円）

科目

  経常費用 517,767

    業務費用 321,772

      人件費 139,586

        職員給与費 127,095

        賞与等引当金繰入額 8,746

        退職手当引当金繰入額 630

        その他 3,114

      物件費等 157,200

        物件費 58,198

        維持補修費 36,432

        減価償却費 58,228

        その他 4,341

      その他の業務費用 24,987

        支払利息 6,036

        徴収不能引当金繰入額 80

        その他 18,871

    移転費用 195,995

      補助金等 187,685

      社会保障給付 5,223

      その他 3,088

  経常収益 45,361

    使用料及び手数料 27,747

    その他 17,614

純経常行政コスト 472,406

  臨時損失 3,992

    災害復旧事業費 1,712

    資産除売却損 1,464

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 816

  臨時利益 1,192

    資産売却益 683

    その他 509

純行政コスト 475,207

報告書（連結財務諸表）

金額
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自治体名：島根県 年度：令和2年度

会計：連結会計

純資産変動計算書(NW) （単位：百万円）

科目 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 683,427 1,828,280 -1,165,506 20,653

  純行政コスト（△） -475,207 -474,614 -593

  財源 480,849 480,264 585

    税収等 353,356 353,293 64

    国県等補助金 127,492 126,971 522

  本年度差額 5,641 5,650 -8

  固定資産等の変動（内部変動） -15,216 15,216

    有形固定資産等の増加 46,252 -46,252

    有形固定資産等の減少 -62,019 62,019

    貸付金・基金等の増加 25,061 -25,061

    貸付金・基金等の減少 -24,510 24,510

  資産評価差額 1,501 1,501

  無償所管換等 -84,749 -84,749

  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 -12 0 -12 -

  その他 11,548 43,494 -31,946

  本年度純資産変動額 -66,070 -54,970 -11,092 -8

本年度末純資産残高 617,357 1,773,310 -1,176,598 20,645

報告書（連結財務諸表）
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自治体名：島根県 年度：令和2年度

会計：連結会計

資金収支計算書(CF) （単位：百万円）

科目

【業務活動収支】

  業務支出 459,476

    業務費用支出 263,484

      人件費支出 139,419

      物件費等支出 98,417

      支払利息支出 6,004

      その他の支出 19,644

    移転費用支出 195,992

      補助金等支出 187,689

      社会保障給付支出 5,225

      その他の支出 3,077

  業務収入 491,865

    税収等収入 350,720

    国県等補助金収入 100,070

    使用料及び手数料収入 27,571

    その他の収入 13,505

  臨時支出 3,172

    災害復旧事業費支出 1,712

    その他の支出 1,460

  臨時収入 2,715

業務活動収支 31,933

【投資活動収支】

  投資活動支出 104,658

    公共施設等整備費支出 43,672

    基金積立金支出 19,540

    投資及び出資金支出 866

    貸付金支出 40,370

    その他の支出 211

  投資活動収入 88,562

    国県等補助金収入 25,299

    基金取崩収入 18,435

    貸付金元金回収収入 40,695

    資産売却収入 1,339

    その他の収入 2,794

投資活動収支 -16,096

【財務活動収支】

  財務活動支出 116,638

    地方債等償還支出 115,660

    その他の支出 977

  財務活動収入 110,175

    地方債等発行収入 111,093

    その他の収入 -919

財務活動収支 -6,463

本年度資金収支額 9,373

前年度末資金残高 38,117

比例連結割合変更に伴う差額 0

本年度末資金残高 47,490

前年度末歳計外現金残高 1,596

本年度歳計外現金増減額 3

本年度末歳計外現金残高 1,599

本年度末現金預金残高 49,089

報告書（連結財務諸表）
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