
【様式第1号】

自治体名：沖縄県

会計：一般会計等 （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 2,155,486   固定負債 697,733

    有形固定資産 1,990,702     地方債 549,545

      事業用資産 670,064     長期未払金 321

        土地 315,811     退職手当引当金 140,454

        立木竹 10,361     損失補償等引当金 834

        建物 439,930     その他 6,580

        建物減価償却累計額 -190,170   流動負債 94,571

        工作物 102,888     １年内償還予定地方債 74,239

        工作物減価償却累計額 -54,384     未払金 102

        船舶 1,770     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -1,696     前受金 -

        浮標等 122     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -44     賞与等引当金 15,007

        航空機 -     預り金 4,640

        航空機減価償却累計額 -     その他 582

        その他 7,742 負債合計 792,304

        その他減価償却累計額 -767 【純資産の部】

        建設仮勘定 38,501   固定資産等形成分 2,179,671

      インフラ資産 1,312,650   余剰分（不足分） -772,965

        土地 544,399

        建物 72,768

        建物減価償却累計額 -46,894

        工作物 1,640,512

        工作物減価償却累計額 -929,679

        その他 119

        その他減価償却累計額 -6

        建設仮勘定 31,431

      物品 53,446

      物品減価償却累計額 -45,458

    無形固定資産 5,827

      ソフトウェア 677

      その他 5,150

    投資その他の資産 158,957

      投資及び出資金 36,724

        有価証券 -

        出資金 36,724

        その他 -

      投資損失引当金 -4,231

      長期延滞債権 5,735

      長期貸付金 19,767

      基金 101,477

        減債基金 26,411

        その他 75,065

      その他 -

      徴収不能引当金 -514

  流動資産 43,524

    現金預金 17,408

    未収金 1,198

    短期貸付金 2,302

    基金 21,882

      財政調整基金 21,882

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 769

    徴収不能引当金 -36 純資産合計 1,406,706

資産合計 2,199,010 負債及び純資産合計 2,199,010

貸借対照表
（平成31年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：沖縄県

会計：一般会計等 （単位：百万円）

行政コスト計算書
自　平成30年4月1日
至　平成31年3月31日

科目名 金額

  経常費用 608,211

    業務費用 347,483

      人件費 200,666

        職員給与費 180,563

        賞与等引当金繰入額 15,007

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 5,096

      物件費等 116,303

        物件費 57,389

        維持補修費 15,180

        減価償却費 43,735

        その他 -

      その他の業務費用 30,514

        支払利息 4,000

        徴収不能引当金繰入額 550

        その他 25,963

    移転費用 260,728

      補助金等 205,384

      社会保障給付 31,582

      他会計への繰出金 22,482

      その他 1,280

  経常収益 31,552

    使用料及び手数料 15,483

    その他 16,069

純経常行政コスト 576,659

  臨時損失 1,219

    災害復旧事業費 681

    資産除売却損 61

    投資損失引当金繰入額 233

    損失補償等引当金繰入額 190

    その他 -

純行政コスト 575,391

    その他 55

  臨時利益 2,487

    資産売却益 2,487



【様式第3号】

自治体名：沖縄県

会計：一般会計等 （単位：百万円）

科目名 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 1,450,557 2,238,586 -788,029

  純行政コスト（△） -575,391 -575,391

  財源 606,510 606,510

    税収等 413,844 413,844

    国県等補助金 192,666 192,666

  本年度差額 31,120 31,120

  固定資産等の変動（内部変動） 11,057 -11,057

    有形固定資産等の増加 60,118 -60,118

    有形固定資産等の減少 -43,747 43,747

    貸付金・基金等の増加 59,763 -59,763

    貸付金・基金等の減少 -65,078 65,078

  資産評価差額 -1,298 -1,298

  無償所管換等 -69,856 -69,856

  その他 -3,818 1,182 -5,000

  本年度純資産変動額 -43,851 -58,914 15,063

本年度末純資産残高 1,406,706 2,179,671 -772,965

純資産変動計算書
自　平成30年4月1日
至　平成31年3月31日



【様式第4号】

自治体名：沖縄県

会計：一般会計等 （単位：百万円）

資金収支計算書
自　平成30年4月1日
至　平成31年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 564,486

    業務費用支出 303,267

      人件費支出 200,773

      物件費等支出 72,569

      支払利息支出 4,000

      その他の支出 25,925

    移転費用支出 261,219

      補助金等支出 205,874

      社会保障給付支出 31,582

      他会計への繰出支出 22,482

      その他の支出 1,280

  業務収入 596,613

    税収等収入 413,926

    国県等補助金収入 151,836

    使用料及び手数料収入 15,544

    その他の収入 15,308

  臨時支出 681

    災害復旧事業費支出 681

    その他の支出 -

  臨時収入 377

業務活動収支 31,824

【投資活動収支】

  投資活動支出 96,961

    公共施設等整備費支出 60,079

    基金積立金支出 18,948

    投資及び出資金支出 826

    貸付金支出 17,107

    その他の支出 -

  投資活動収入 79,869

    国県等補助金収入 40,453

    基金取崩収入 17,644

    貸付金元金回収収入 19,226

    資産売却収入 2,545

    その他の収入 -

投資活動収支 -17,092

【財務活動収支】

  財務活動支出 82,607

    地方債償還支出 81,424

    その他の支出 1,183

  財務活動収入 69,401

    地方債発行収入 68,678

前年度末歳計外現金残高 3,931

本年度歳計外現金増減額 34

本年度末歳計外現金残高 3,964

本年度末現金預金残高 17,408

    その他の収入 723

財務活動収支 -13,206

本年度資金収支額 1,526

前年度末資金残高 11,918

本年度末資金残高 13,443


