
【様式第1号】

自治体名：宮崎県

会計：一般会計等 （単位：円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 1,595,238,706,436   固定負債 882,733,920,588

    有形固定資産 1,449,804,327,021     地方債 745,208,305,518

      事業用資産 242,979,268,081     長期未払金 5,598,577,938

        土地 90,451,422,690     退職手当引当金 126,693,282,000

        立木竹 19,684,451,004     損失補償等引当金 4,697,725,000

        建物 349,654,682,640     その他 536,030,132

        建物減価償却累計額 -224,018,856,552   流動負債 117,191,296,419

        工作物 22,287,052,127     １年内償還予定地方債 106,923,162,723

        工作物減価償却累計額 -19,484,251,318     未払金 96,994,550

        船舶 2,841,300,000     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -2,841,299,997     前受金 -

        浮標等 2,335,963,952     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -474,040,058     賞与等引当金 8,903,677,903

        航空機 918,120,000     預り金 1,210,253,461

        航空機減価償却累計額 -918,119,999     その他 57,207,782

        その他 15,704,592 負債合計 999,925,217,007

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 2,527,139,000   固定資産等形成分 1,609,704,615,006

      インフラ資産 1,199,806,061,804   余剰分（不足分） -982,609,991,662

        土地 186,829,579,756

        建物 25,098,692,633

        建物減価償却累計額 -13,964,756,854

        工作物 2,324,912,890,176

        工作物減価償却累計額 -1,324,881,145,908

        その他 2,177,875

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 1,808,624,126

      物品 9,808,351,257

      物品減価償却累計額 -2,789,354,121

    無形固定資産 1,165,307,251

      ソフトウェア 1,131,053,727

      その他 34,253,524

    投資その他の資産 144,269,072,164

      投資及び出資金 14,782,795,463

        有価証券 -

        出資金 14,782,795,463

        その他 -

      投資損失引当金 -104,379,645

      長期延滞債権 1,618,086,893

      長期貸付金 45,298,307,514

      基金 82,764,126,408

        減債基金 32,754,480,462

        その他 50,009,645,946

      その他 -

      徴収不能引当金 -89,864,469

  流動資産 31,781,133,915

    現金預金 16,583,604,204

    未収金 774,557,157

    短期貸付金 2,746,557,871

    基金 11,719,350,699

      財政調整基金 11,719,350,699

      減債基金 -

    棚卸資産 1,618,148

    その他 -

    徴収不能引当金 -44,554,164 純資産合計 627,094,623,344

資産合計 1,627,019,840,351 負債及び純資産合計 1,627,019,840,351

貸借対照表
（平成31年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：宮崎県

会計：一般会計等 （単位：円）

    その他 1,033,010,868

純行政コスト 441,199,682,957

    その他 55,397,053

  臨時利益 1,687,388,588

    資産売却益 654,377,720

    資産除売却損 535,113,438

    投資損失引当金繰入額 2,872

    損失補償等引当金繰入額 -

純経常行政コスト 438,905,420,365

  臨時損失 3,981,651,180

    災害復旧事業費 3,391,137,817

  経常収益 18,844,397,656

    使用料及び手数料 10,890,982,672

    その他 7,953,414,984

      社会保障給付 13,245,031,927

      他会計への繰出金 7,593,876,341

      その他 1,113,371,401

        その他 19,773,889,349

    移転費用 169,469,211,667

      補助金等 147,516,931,998

      その他の業務費用 25,276,798,148

        支払利息 5,368,490,166

        徴収不能引当金繰入額 134,418,633

        維持補修費 26,608,369,190

        減価償却費 54,074,151,182

        その他 -

        その他 27,717,448,932

      物件費等 113,774,783,871

        物件費 33,092,263,499

        職員給与費 100,648,592,989

        賞与等引当金繰入額 8,903,677,903

        退職手当引当金繰入額 11,959,304,511

  経常費用 457,749,818,021

    業務費用 288,280,606,354

      人件費 149,229,024,335

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4号】

自治体名：宮崎県

会計：一般会計等 （単位：円）

前年度末歳計外現金残高 1,756,943,177

本年度歳計外現金増減額 -54,997,810

本年度末歳計外現金残高 1,701,945,367

本年度末現金預金残高 16,583,604,204

    その他の収入 332,309

財務活動収支 -12,963,643,323

本年度資金収支額 403,515,097

前年度末資金残高 14,478,143,740

本年度末資金残高 14,881,658,837

  財務活動支出 95,371,803,632

    地方債償還支出 95,306,549,798

    その他の支出 65,253,834

  財務活動収入 82,408,160,309

    地方債発行収入 82,407,828,000

    貸付金元金回収収入 31,038,548,649

    資産売却収入 1,069,946,796

    その他の収入 -

投資活動収支 -19,021,002,386

【財務活動収支】

    貸付金支出 31,479,488,654

    その他の支出 -

  投資活動収入 65,022,586,392

    国県等補助金収入 10,060,029,538

    基金取崩収入 22,854,061,409

【投資活動収支】

  投資活動支出 84,043,588,778

    公共施設等整備費支出 25,332,912,364

    基金積立金支出 27,231,187,760

    投資及び出資金支出 -

  臨時支出 3,565,116,026

    災害復旧事業費支出 3,391,137,817

    その他の支出 173,978,209

  臨時収入 2,169,723,072

業務活動収支 32,388,160,806

  業務収入 440,211,614,074

    税収等収入 350,095,398,178

    国県等補助金収入 71,319,342,463

    使用料及び手数料収入 10,878,804,865

    その他の収入 7,918,068,568

    移転費用支出 172,024,560,429

      補助金等支出 150,072,280,760

      社会保障給付支出 13,245,031,927

      他会計への繰出支出 7,593,876,341

      その他の支出 1,113,371,401

    業務費用支出 234,403,499,885

      人件費支出 149,366,935,281

      物件費等支出 59,909,204,111

      支払利息支出 5,368,490,166

      その他の支出 19,758,870,327

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 406,428,060,314



【様式第3号】

自治体名：宮崎県

会計：一般会計等 （単位：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 634,670,378,136 1,634,538,007,476 -999,867,629,340

  純行政コスト（△） -441,199,682,957 -441,199,682,957

  財源 433,612,940,267 433,612,940,267

    税収等 350,063,845,194 350,063,845,194

    国県等補助金 83,549,095,073 83,549,095,073

  本年度差額 -7,586,742,690 -7,586,742,690

  固定資産等の変動（内部変動） -24,437,654,499 24,437,654,499

    有形固定資産等の増加 27,859,134,648 -27,859,134,648

    有形固定資産等の減少 -57,370,540,107 57,370,540,107

    貸付金・基金等の増加 60,495,969,705 -60,495,969,705

    貸付金・基金等の減少 -55,422,218,745 55,422,218,745

  資産評価差額 -1,173,628 -1,173,628

  無償所管換等 219,277,724 219,277,724

  その他 -207,116,198 -613,842,067 406,725,869

  本年度純資産変動額 -7,575,754,792 -24,833,392,470 17,257,637,678

本年度末純資産残高 627,094,623,344 1,609,704,615,006 -982,609,991,662

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1号】

自治体名：宮崎県

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 1,671,298   固定負債 916,501

    有形固定資産 1,511,414     地方債等 769,939

      事業用資産 268,325     長期未払金 5,599

        土地 94,869     退職手当引当金 130,017

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 4,698

        立木竹 19,684     その他 6,248

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 137,613

        建物 408,460     １年内償還予定地方債等 110,496

        建物減価償却累計額 -263,024     未払金 5,164

        建物減損損失累計額 -     未払費用 536

        工作物 24,160     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -20,951     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 9,714

        船舶 3,120     預り金 1,357

        船舶減価償却累計額 -3,120     その他 10,346

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 1,054,114

        浮標等 3,151 【純資産の部】

        浮標等減価償却累計額 -1,164   固定資産等形成分 1,693,373

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -998,694

        航空機 918   他団体出資等分 -

        航空機減価償却累計額 -918

        航空機減損損失累計額 -

        その他 16

        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 3,124

      インフラ資産 1,222,556

        土地 195,458

        土地減損損失累計額 -

        建物 33,997

        建物減価償却累計額 -19,479

        建物減損損失累計額 -

        工作物 2,365,604

        工作物減価償却累計額 -1,355,381

        工作物減損損失累計額 -

        その他 204

        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 2,154

      物品 56,698

      物品減価償却累計額 -36,165

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 2,216

      ソフトウェア 1,974

      その他 242

    投資その他の資産 157,669

      投資及び出資金 19,798

        有価証券 5,004

        出資金 14,794

        その他 -

      長期延滞債権 1,619

      長期貸付金 45,221

      基金 89,991

        減債基金 34,457

        その他 55,534

      その他 1,237

      徴収不能引当金 -92

  流動資産 77,494

    現金預金 24,552

    未収金 6,162

    短期貸付金 10,355

    基金 11,719

      財政調整基金 11,719

      減債基金 -

    棚卸資産 249

    その他 24,559

    徴収不能引当金 -102

  繰延資産 - 純資産合計 694,679

資産合計 1,748,793 負債及び純資産合計 1,748,793

連結貸借対照表
（平成31年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：宮崎県

会計：全体会計 （単位：百万円）

    資産売却益 851

    その他 1,477

純行政コスト 547,028

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 63

  臨時利益 2,328

  臨時損失 4,067

    災害復旧事業費 3,391

    資産除売却損 613

    使用料及び手数料 42,998

    その他 8,999

純経常行政コスト 545,288

      社会保障給付 13,245

      その他 1,119

  経常収益 51,997

        その他 21,548

    移転費用 271,851

      補助金等 257,487

      その他の業務費用 27,588

        支払利息 5,899

        徴収不能引当金繰入額 140

        維持補修費 27,646

        減価償却費 58,178

        その他 -

        その他 31,497

      物件費等 132,205

        物件費 46,381

        職員給与費 111,714

        賞与等引当金繰入額 9,838

        退職手当引当金繰入額 12,593

  経常費用 597,285

    業務費用 325,434

      人件費 165,641

連結行政コスト計算書
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：宮崎県

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) 他団体出資等分

前年度末純資産残高 701,134 1,713,906 -1,012,772 -

  純行政コスト（△） -547,028 -547,028 -

  財源 541,241 541,241 -

    税収等 419,120 419,120 -

    国県等補助金 122,120 122,120 -

  本年度差額 -5,787 -5,787 -

  固定資産等の変動（内部変動） -22,699 22,699

    有形固定資産等の増加 32,988 -32,988

    有形固定資産等の減少 -61,639 61,639

    貸付金・基金等の増加 91,913 -91,913

    貸付金・基金等の減少 -85,962 85,962

  資産評価差額 142 142

  無償所管換等 229 229

  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 -1,039 1,795 -2,833

  本年度純資産変動額 -6,455 -20,534 14,078 -

本年度末純資産残高 694,679 1,693,373 -998,694 -

連結純資産変動計算書
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：宮崎県

会計：全体会計 （単位：百万円）

前年度末歳計外現金残高 1,757

本年度歳計外現金増減額 -55

本年度末歳計外現金残高 1,702

本年度末現金預金残高 24,552

財務活動収支 -12,812

本年度資金収支額 2,099

前年度末資金残高 20,752

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 22,850

    地方債等償還支出 99,013

    その他の支出 381

  財務活動収入 86,582

    地方債等発行収入 86,273

    その他の収入 308

    資産売却収入 4,165

    その他の収入 27,391

投資活動収支 -23,775

【財務活動収支】

  財務活動支出 99,393

    その他の支出 1,000

  投資活動収入 95,474

    国県等補助金収入 10,060

    基金取崩収入 23,018

    貸付金元金回収収入 30,841

  投資活動支出 119,249

    公共施設等整備費支出 29,796

    基金積立金支出 27,530

    投資及び出資金支出 29,275

    貸付金支出 31,647

    災害復旧事業費支出 3,391

    その他の支出 176

  臨時収入 2,614

業務活動収支 38,685

【投資活動収支】

    税収等収入 417,636

    国県等補助金収入 109,890

    使用料及び手数料収入 42,789

    その他の収入 8,968

  臨時支出 3,567

    移転費用支出 274,406

      補助金等支出 260,042

      社会保障給付支出 13,245

      その他の支出 1,119

  業務収入 579,284

    業務費用支出 265,240

      人件費支出 165,467

      物件費等支出 72,559

      支払利息支出 5,899

      その他の支出 21,315

連結資金収支計算書
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 539,646



【様式第1号】

自治体名：宮崎県

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 1,671,298   固定負債 916,501

    有形固定資産 1,511,414     地方債等 769,939

      事業用資産 268,325     長期未払金 5,599

        土地 94,869     退職手当引当金 130,017

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 4,698

        立木竹 19,684     その他 6,248

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 137,613

        建物 408,460     １年内償還予定地方債等 110,496

        建物減価償却累計額 -263,024     未払金 5,164

        建物減損損失累計額 -     未払費用 536

        工作物 24,160     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -20,951     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 9,714

        船舶 3,120     預り金 1,357

        船舶減価償却累計額 -3,120     その他 10,346

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 1,054,114

        浮標等 3,151 【純資産の部】

        浮標等減価償却累計額 -1,164   固定資産等形成分 1,693,373

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -998,694

        航空機 918   他団体出資等分 -

        航空機減価償却累計額 -918

        航空機減損損失累計額 -

        その他 16

        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 3,124

      インフラ資産 1,222,556

        土地 195,458

        土地減損損失累計額 -

        建物 33,997

        建物減価償却累計額 -19,479

        建物減損損失累計額 -

        工作物 2,365,604

        工作物減価償却累計額 -1,355,381

        工作物減損損失累計額 -

        その他 204

        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 2,154

      物品 56,698

      物品減価償却累計額 -36,165

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 2,216

      ソフトウェア 1,974

      その他 242

    投資その他の資産 157,669

      投資及び出資金 19,798

        有価証券 5,004

        出資金 14,794

        その他 -

      長期延滞債権 1,619

      長期貸付金 45,221

      基金 89,991

        減債基金 34,457

        その他 55,534

      その他 1,237

      徴収不能引当金 -92

  流動資産 77,494

    現金預金 24,552

    未収金 6,162

    短期貸付金 10,355

    基金 11,719

      財政調整基金 11,719

      減債基金 -

    棚卸資産 249

    その他 24,559

    徴収不能引当金 -102

  繰延資産 - 純資産合計 694,679

資産合計 1,748,793 負債及び純資産合計 1,748,793

連結貸借対照表
（平成31年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：宮崎県

会計：全体会計 （単位：百万円）

    資産売却益 851

    その他 1,477

純行政コスト 547,028

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 63

  臨時利益 2,328

  臨時損失 4,067

    災害復旧事業費 3,391

    資産除売却損 613

    使用料及び手数料 42,998

    その他 8,999

純経常行政コスト 545,288

      社会保障給付 13,245

      その他 1,119

  経常収益 51,997

        その他 21,548

    移転費用 271,851

      補助金等 257,487

      その他の業務費用 27,588

        支払利息 5,899

        徴収不能引当金繰入額 140

        維持補修費 27,646

        減価償却費 58,178

        その他 -

        その他 31,497

      物件費等 132,205

        物件費 46,381

        職員給与費 111,714

        賞与等引当金繰入額 9,838

        退職手当引当金繰入額 12,593

  経常費用 597,285

    業務費用 325,434

      人件費 165,641

連結行政コスト計算書
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：宮崎県

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) 他団体出資等分

前年度末純資産残高 701,134 1,713,906 -1,012,772 -

  純行政コスト（△） -547,028 -547,028 -

  財源 541,241 541,241 -

    税収等 419,120 419,120 -

    国県等補助金 122,120 122,120 -

  本年度差額 -5,787 -5,787 -

  固定資産等の変動（内部変動） -22,699 22,699

    有形固定資産等の増加 32,988 -32,988

    有形固定資産等の減少 -61,639 61,639

    貸付金・基金等の増加 91,913 -91,913

    貸付金・基金等の減少 -85,962 85,962

  資産評価差額 142 142

  無償所管換等 229 229

  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 -1,039 1,795 -2,833

  本年度純資産変動額 -6,455 -20,534 14,078 -

本年度末純資産残高 694,679 1,693,373 -998,694 -

連結純資産変動計算書
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：宮崎県

会計：全体会計 （単位：百万円）

前年度末歳計外現金残高 1,757

本年度歳計外現金増減額 -55

本年度末歳計外現金残高 1,702

本年度末現金預金残高 24,552

財務活動収支 -12,812

本年度資金収支額 2,099

前年度末資金残高 20,752

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 22,850

    地方債等償還支出 99,013

    その他の支出 381

  財務活動収入 86,582

    地方債等発行収入 86,273

    その他の収入 308

    資産売却収入 4,165

    その他の収入 27,391

投資活動収支 -23,775

【財務活動収支】

  財務活動支出 99,393

    その他の支出 1,000

  投資活動収入 95,474

    国県等補助金収入 10,060

    基金取崩収入 23,018

    貸付金元金回収収入 30,841

  投資活動支出 119,249

    公共施設等整備費支出 29,796

    基金積立金支出 27,530

    投資及び出資金支出 29,275

    貸付金支出 31,647

    災害復旧事業費支出 3,391

    その他の支出 176

  臨時収入 2,614

業務活動収支 38,685

【投資活動収支】

    税収等収入 417,636

    国県等補助金収入 109,890

    使用料及び手数料収入 42,789

    その他の収入 8,968

  臨時支出 3,567

    移転費用支出 274,406

      補助金等支出 260,042

      社会保障給付支出 13,245

      その他の支出 1,119

  業務収入 579,284

    業務費用支出 265,240

      人件費支出 165,467

      物件費等支出 72,559

      支払利息支出 5,899

      その他の支出 21,315

連結資金収支計算書
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 539,646
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