
【様式第1号】

自治体名：沖縄県

会計：全体会計 （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 2,649,570   固定負債 1,143,826

    有形固定資産 2,356,792     地方債等 648,836

      事業用資産 726,818     長期未払金 321

        土地 336,710     退職手当引当金 145,606

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 834

        立木竹 10,374     その他 348,229

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 114,978

        建物 505,543     １年内償還予定地方債等 82,746

        建物減価償却累計額 -221,380     未払金 9,784

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 105,814     前受金 9

        工作物減価償却累計額 -56,145     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 16,814

        船舶 1,770     預り金 4,880

        船舶減価償却累計額 -1,696     その他 745

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 1,258,804

        浮標等 122 【純資産の部】

        浮標等減価償却累計額 -44   固定資産等形成分 2,673,409

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -1,203,675

        航空機 -   他団体出資等分 -

        航空機減価償却累計額 -

        航空機減損損失累計額 -

        その他 7,744

        その他減価償却累計額 -767

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 38,773

      インフラ資産 1,564,174

        土地 564,606

        土地減損損失累計額 -

        建物 107,280

        建物減価償却累計額 -63,807

        建物減損損失累計額 -

        工作物 1,975,717

        工作物減価償却累計額 -1,072,573

        工作物減損損失累計額 -

        その他 119

        その他減価償却累計額 -6

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 52,838

      物品 232,840

      物品減価償却累計額 -167,040

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 130,973

      ソフトウェア 677

      その他 130,296

    投資その他の資産 161,804

      投資及び出資金 37,074

        有価証券 349

        出資金 36,724

        その他 -

      投資損失引当金 -4,231

      長期延滞債権 5,817

      長期貸付金 16,669

      基金 105,289

        減債基金 26,411

        その他 78,878

      その他 1,700

      徴収不能引当金 -514

  流動資産 78,968

    現金預金 39,986

    未収金 14,177

    短期貸付金 1,957

    基金 21,882

      財政調整基金 21,882

      減債基金 -

    棚卸資産 862

    その他 1,155

    徴収不能引当金 -1,051

  繰延資産 - 純資産合計 1,469,734

資産合計 2,728,538 負債及び純資産合計 2,728,538

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：全体会計 （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 828,816

    業務費用 430,022

      人件費 235,841

        職員給与費 203,970

        賞与等引当金繰入額 16,537

        退職手当引当金繰入額 2,256

        その他 13,078

      物件費等 160,018

        物件費 79,960

        維持補修費 16,875

        減価償却費 62,301

        その他 883

      その他の業務費用 34,163

        支払利息 5,756

        徴収不能引当金繰入額 581

        その他 27,826

    移転費用 398,794

      補助金等 364,922

      社会保障給付 31,582

      他会計への繰出金 -

      その他 2,290

  経常収益 95,797

    使用料及び手数料 78,347

    その他 17,450

純経常行政コスト 733,019

  臨時損失 1,556

    災害復旧事業費 681

    資産除売却損 106

    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 360

純行政コスト 730,595

    その他 347

  臨時利益 3,981

    資産売却益 3,622



【様式第3号】

自治体名：沖縄県

会計：全体会計 （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 1,506,709 2,729,600 -1,222,891 -

  純行政コスト（△） -730,595 -730,595 -

  財源 764,962 764,962 -

    税収等 496,716 496,716 -

    国県等補助金 268,246 268,246 -

  本年度差額 34,368 34,368 -

  固定資産等の変動（内部変動） 10,171 -10,171

    有形固定資産等の増加 78,207 -78,207

    有形固定資産等の減少 -63,233 63,233

    貸付金・基金等の増加 64,723 -64,723

    貸付金・基金等の減少 -69,526 69,526

  資産評価差額 -1,298 -1,298

  無償所管換等 -69,856 -69,856

  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 -188 4,792 -4,980

  本年度純資産変動額 -36,974 -56,191 19,216 -

本年度末純資産残高 1,469,734 2,673,409 -1,203,675 -

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：全体会計 （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 764,836

    業務費用支出 365,551

      人件費支出 234,898

      物件費等支出 97,321

      支払利息支出 5,756

      その他の支出 27,577

    移転費用支出 399,284

      補助金等支出 365,412

      社会保障給付支出 31,582

      他会計への繰出支出 -

      その他の支出 2,290

  業務収入 804,421

    税収等収入 481,825

    国県等補助金収入 227,416

    使用料及び手数料収入 78,492

    その他の収入 16,688

  臨時支出 973

    災害復旧事業費支出 681

    その他の支出 292

  臨時収入 737

業務活動収支 39,349

【投資活動収支】

  投資活動支出 117,816

    公共施設等整備費支出 80,480

    基金積立金支出 19,403

    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 92,333

    国県等補助金収入 50,067

    基金取崩収入 17,889

    貸付金元金回収収入 18,350

    資産売却収入 3,652

    その他の収入 2,374

投資活動収支 -25,483

【財務活動収支】

  財務活動支出 94,034

    地方債等償還支出 92,813

    その他の支出 1,221

  財務活動収入 77,977

    地方債等発行収入 77,254

    その他の収入 724

財務活動収支 -16,056

本年度資金収支額 -2,190

前年度末資金残高 38,212

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 36,021

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 39,986


