
【様式第1号】

自治体名：沖縄県

会計：連結会計 （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 2,783,345   固定負債 1,164,314

    有形固定資産 2,477,338     地方債等 662,007

      事業用資産 790,901     長期未払金 321

        土地 382,709     退職手当引当金 148,985

        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 352,167

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 126,975

        建物 521,545     １年内償還予定地方債等 88,357

        建物減価償却累計額 -229,515     未払金 12,387

        建物減損損失累計額 -     未払費用 74

        工作物 123,223     前受金 3,294

        工作物減価償却累計額 -69,091     前受収益 4

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 16,851

        船舶 1,771     預り金 5,194

        船舶減価償却累計額 -1,697     その他 813

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 1,291,289

        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 2,807,185

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -1,217,709

        航空機 -   他団体出資等分 3,438

        航空機減価償却累計額 -

        航空機減損損失累計額 -

        その他 7,998

        その他減価償却累計額 -809

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 44,315

      インフラ資産 1,619,551

        土地 598,965

        土地減損損失累計額 -

        建物 114,316

        建物減価償却累計額 -64,375

        建物減損損失累計額 -

        工作物 2,007,388

        工作物減価償却累計額 -1,090,401

        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 53,546

      物品 238,073

      物品減価償却累計額 -171,187

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 131,031

      ソフトウェア 731

      その他 130,300

    投資その他の資産 174,976

      投資及び出資金 33,384

        有価証券 15,857

        出資金 17,528

        その他 -

      長期延滞債権 5,823

      長期貸付金 604

      基金 133,020

        減債基金 26,411

        その他 106,608

      その他 2,659

      徴収不能引当金 -514

  流動資産 100,859

    現金預金 49,006

    未収金 16,660

    短期貸付金 1,958

    基金 21,882

      財政調整基金 21,882

      減債基金 -

    棚卸資産 8,944

    その他 3,461

    徴収不能引当金 -1,053

  繰延資産 - 純資産合計 1,592,914

資産合計 2,884,204 負債及び純資産合計 2,884,204

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：連結会計 （単位：百万円）

    資産売却益 4,480

    その他 2,549

純行政コスト 727,744

    損失補償等引当金繰入額 190

    その他 2,533

  臨時利益 7,030

  臨時損失 4,254

    災害復旧事業費 681

    資産除売却損 851

    使用料及び手数料 79,213

    その他 47,409

純経常行政コスト 730,519

      社会保障給付 31,582

      その他 2,605

  経常収益 126,622

        その他 48,491

    移転費用 394,801

      補助金等 360,615

      その他の業務費用 55,048

        支払利息 5,955

        徴収不能引当金繰入額 602

        維持補修費 17,517

        減価償却費 64,093

        その他 5,434

        その他 13,927

      物件費等 168,238

        物件費 81,194

        職員給与費 205,924

        賞与等引当金繰入額 16,561

        退職手当引当金繰入額 2,642

  経常費用 857,142

    業務費用 462,340

      人件費 239,054

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



【様式第3号】

自治体名：沖縄県

会計：連結会計 （単位：百万円）

科目名 合計 固定資産等形成分 余剰分(不足分) 他団体出資等分

前年度末純資産残高 1,628,457 2,873,822 -1,248,509 3,144

  純行政コスト（△） -727,744 -727,562 -181

  財源 764,931 764,475 456

    税収等 497,498 497,435 63

    国県等補助金 267,433 267,040 393

  本年度差額 37,187 36,913 275

  固定資産等の変動（内部変動） -622 622

    有形固定資産等の増加 69,886 -69,886

    有形固定資産等の減少 -65,966 65,966

    貸付金・基金等の増加 65,965 -65,965

    貸付金・基金等の減少 -70,506 70,506

  資産評価差額 -1,275 -1,275

  無償所管換等 -69,865 -69,865

  他団体出資等分の増加 -53 53

  他団体出資等分の減少 34 -34

  比例連結割合変更に伴う差額 111 764 -653 -

  その他 -1,702 4,360 -6,062

  本年度純資産変動額 -35,543 -66,637 30,800 294

本年度末純資産残高 1,592,914 2,807,185 -1,217,709 3,438

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：連結会計 （単位：百万円）

前年度末歳計外現金残高 3,951

本年度歳計外現金増減額 38

本年度末歳計外現金残高 3,988

本年度末現金預金残高 49,006

財務活動収支 -20,792

本年度資金収支額 -5,065

前年度末資金残高 49,980

比例連結割合変更に伴う差額 103

本年度末資金残高 45,017

    地方債等償還支出 100,194

    その他の支出 1,727

  財務活動収入 81,129

    地方債等発行収入 80,015

    その他の収入 1,114

    資産売却収入 9,973

    その他の収入 2,172

投資活動収支 -30,413

【財務活動収支】

  財務活動支出 101,921

    その他の支出 0

  投資活動収入 100,010

    国県等補助金収入 51,852

    基金取崩収入 17,997

    貸付金元金回収収入 18,017

  投資活動支出 130,423

    公共施設等整備費支出 86,492

    基金積立金支出 19,476

    投資及び出資金支出 7,672

    貸付金支出 16,784

    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 46,140

【投資活動収支】

    税収等収入 482,461

    国県等補助金収入 225,230

    使用料及び手数料収入 79,217

    その他の収入 37,531

  臨時支出 973

    移転費用支出 395,323

      補助金等支出 361,103

      社会保障給付支出 31,582

      その他の支出 2,638

  業務収入 824,439

    業務費用支出 382,740

      人件費支出 237,236

      物件費等支出 99,463

      支払利息支出 5,970

      その他の支出 40,071

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 778,062


