
自治体名：広島県 年度：令和2年度

会計：連結会計   

貸借対照表(BS) （単位：百万円）

科目名

【資産の部】

  固定資産 3,866,060

    有形固定資産 3,340,194

      事業用資産 663,291

        土地 408,747

        土地減損損失累計額 -17

        立木竹 3,522

        立木竹減損損失累計額 -

        建物 664,093

        建物減価償却累計額 -433,972

        建物減損損失累計額 -1

        工作物 7,985

        工作物減価償却累計額 -3,437

        工作物減損損失累計額 -

        船舶 1,347

        船舶減価償却累計額 -1,281

        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 -1,466

        航空機減損損失累計額 -

        その他 11,457

        その他減価償却累計額 -105

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 4,934

      インフラ資産 2,629,375

        土地 830,793

        土地減損損失累計額 -

        建物 42,123

        建物減価償却累計額 -21,421

        建物減損損失累計額 -

        工作物 3,698,272

        工作物減価償却累計額 -2,058,334

        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 137,940

      物品 123,393

      物品減価償却累計額 -75,865

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 25,441

      ソフトウェア 307

      その他 25,135

    投資その他の資産 500,424

      投資及び出資金 99,659

        有価証券 9,572

        出資金 90,086

        その他 -

      長期延滞債権 4,494

      長期貸付金 8,973

      基金 382,474

        減債基金 287,686

        その他 94,788

      その他 5,095

      徴収不能引当金 -271

  流動資産 288,662

    現金預金 158,201

    未収金 13,685

    短期貸付金 4,050

    基金 76,791

      財政調整基金 16,500

      減債基金 60,291

    棚卸資産 23,364

    その他 12,866

    徴収不能引当金 -295

  繰延資産 392

資産合計 4,155,114

報告書（連結財務諸表）

金額



自治体名：広島県 年度：令和2年度

会計：連結会計   

貸借対照表(BS) （単位：百万円）

科目名

報告書（連結財務諸表）

金額

【負債の部】

  固定負債 2,971,109

    地方債等 2,531,415

    長期未払金 -

    退職手当引当金 230,449

    損失補償等引当金 6,646

    その他 202,599

  流動負債 304,600

    １年内償還予定地方債等 231,343

    未払金 40,308

    未払費用 122

    前受金 455

    前受収益 136

    賞与等引当金 16,469

    預り金 7,872

    その他 7,894

負債合計 3,275,709

【純資産の部】

  固定資産等形成分 3,946,901

  余剰分（不足分） -3,121,752

  他団体出資等分 54,256

純資産合計 879,405

負債及び純資産合計 4,155,114



自治体名：広島県 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）

科目名

  経常費用 1,137,631

    業務費用 496,547

      人件費 258,894

        職員給与費 213,438

        賞与等引当金繰入額 16,416

        退職手当引当金繰入額 16,802

        その他 12,238

      物件費等 198,802

        物件費 88,817

        維持補修費 32,672

        減価償却費 75,256

        その他 2,057

      その他の業務費用 38,851

        支払利息 17,458

        徴収不能引当金繰入額 399

        その他 20,994

    移転費用 641,084

      補助金等 615,863

      社会保障給付 17,011

      その他 8,210

  経常収益 104,752

    使用料及び手数料 61,508

    その他 43,244

純経常行政コスト 1,032,879

  臨時損失 41,593

    災害復旧事業費 34,012

    資産除売却損 1,482

    損失補償等引当金繰入額 5,590

    その他 510

  臨時利益 9,456

    資産売却益 8,826

    その他 631

純行政コスト 1,065,016

報告書（連結財務諸表）

金額



自治体名：広島県 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 881,329 3,941,445 -3,117,237 57,121

  純行政コスト（△） -1,065,016 -1,063,207 -1,809

  財源 1,064,860 1,063,430 1,430

    税収等 764,456 764,241 215

    国県等補助金 300,404 299,189 1,215

  本年度差額 -156 223 -378

  固定資産等の変動（内部変動） 36,380 -36,380

    有形固定資産等の増加 69,318 -69,318

    有形固定資産等の減少 -87,781 87,781

    貸付金・基金等の増加 194,780 -194,780

    貸付金・基金等の減少 -139,937 139,937

  資産評価差額 38 38

  無償所管換等 -54,696 -54,696

  他団体出資等分の増加 -2,383 2,383

  他団体出資等分の減少 4,869 -4,869

  比例連結割合変更に伴う差額 - - - -

  その他 52,889 23,733 29,156

  本年度純資産変動額 -1,924 5,456 -4,515 -2,865

本年度末純資産残高 879,405 3,946,901 -3,121,752 54,256

報告書（連結財務諸表）



自治体名：広島県 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）

科目名

【業務活動収支】

  業務支出 1,143,350

    業務費用支出 503,082

      人件費支出 265,032

      物件費等支出 123,218

      支払利息支出 17,461

      その他の支出 97,371

    移転費用支出 640,267

      補助金等支出 615,867

      社会保障給付支出 17,011

      その他の支出 7,390

  業務収入 1,222,035

    税収等収入 835,432

    国県等補助金収入 281,649

    使用料及び手数料収入 60,994

    その他の収入 43,960

  臨時支出 34,764

    災害復旧事業費支出 34,012

    その他の支出 753

  臨時収入 393

業務活動収支 44,314

【投資活動収支】

  投資活動支出 230,663

    公共施設等整備費支出 74,400

    基金積立金支出 81,986

    投資及び出資金支出 2,375

    貸付金支出 71,791

    その他の支出 111

  投資活動収入 172,447

    国県等補助金収入 24,367

    基金取崩収入 57,077

    貸付金元金回収収入 75,951

    資産売却収入 13,185

    その他の収入 1,867

投資活動収支 -58,216

【財務活動収支】

  財務活動支出 244,221

    地方債等償還支出 241,908

    その他の支出 2,313

  財務活動収入 276,724

    地方債等発行収入 275,945

    その他の収入 779

財務活動収支 32,502

本年度資金収支額 18,601

前年度末資金残高 132,409

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 151,010

前年度末歳計外現金残高 6,913

本年度歳計外現金増減額 278

本年度末歳計外現金残高 7,192

本年度末現金預金残高 158,201

報告書（連結財務諸表）

金額


