
【様式第１号】

貸借対照表
（平成31年 3月31日現在）

（単位：千円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 24,665,592 固定負債 5,700,212 

有形固定資産 23,800,188 地方債 4,945,149 
事業用資産 10,828,292 長期未払金 22,343 

土地 6,162,151 退職手当引当金 732,720 
立木竹 - 損失補償等引当金 - 
建物 11,344,887 その他 - 
建物減価償却累計額 △ 7,340,096 流動負債 501,165 
工作物 342,344 １年内償還予定地方債 405,853 
工作物減価償却累計額 △ 235,761 未払金 3,546 
船舶 - 未払費用 - 
船舶減価償却累計額 - 前受金 - 
浮標等 - 前受収益 - 
浮標等減価償却累計額 - 賞与等引当金 63,084 
航空機 - 預り金 28,683 
航空機減価償却累計額 - その他 - 
その他 - 6,201,378 
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 554,767 固定資産等形成分 25,258,830 

インフラ資産 12,851,414 余剰分（不足分） △ 5,804,866 
土地 7,616,897 
建物 - 
建物減価償却累計額 - 
工作物 11,991,532 
工作物減価償却累計額 △ 6,757,015 
その他 - 
その他減価償却累計額 - 
建設仮勘定 - 

物品 677,696 
物品減価償却累計額 △ 557,213 

無形固定資産 13,459 
ソフトウェア 13,459 
その他 - 

投資その他の資産 851,946 
投資及び出資金 13,612 

有価証券 850 
出資金 12,762 
その他 - 

投資損失引当金 - 
長期延滞債権 28,922 
長期貸付金 3,746 
基金 806,841 

減債基金 - 
その他 806,841 

その他 - 
徴収不能引当金 △ 1,175 

流動資産 989,748 
現金預金 383,962 
未収金 13,454 
短期貸付金 688 
基金 592,549 

財政調整基金 579,657 
減債基金 12,893 

棚卸資産 - 
その他 - 
徴収不能引当金 △ 905 19,453,963 

25,655,341 25,655,341 資産合計

負債合計

純資産合計
負債及び純資産合計

神奈川県足柄上郡開成町



【様式第２号】

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

（単位：千円）

金額

経常費用 5,116,867 

業務費用 3,358,649 

人件費 1,011,810 

職員給与費 882,993 

賞与等引当金繰入額 63,084 

退職手当引当金繰入額 - 

その他 65,733 

物件費等 2,276,417 

物件費 1,727,499 

維持補修費 45,462 

減価償却費 503,457 

その他 - 

その他の業務費用 70,421 

支払利息 48,914 

徴収不能引当金繰入額 1,175 

その他 20,332 

移転費用 1,758,218 

補助金等 455,022 

社会保障給付 785,021 

他会計への繰出金 491,189 

その他 26,985 

経常収益 196,612 

使用料及び手数料 39,815 

その他 156,797 

純経常行政コスト 4,920,255 

臨時損失 - 

災害復旧事業費 - 

資産除売却損 - 

投資損失引当金繰入額 - 

損失補償等引当金繰入額 - 

その他 - 

臨時利益 513 

資産売却益 513 

その他 - 

純行政コスト 4,919,742 

科目

神奈川県足柄上郡開成町



【様式第３号】

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

（単位：千円）

固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）

前年度末純資産残高 19,430,343 25,321,757 △ 5,891,414 

純行政コスト（△） △ 4,919,742 △ 4,919,742 

財源 4,975,457 4,975,457 

税収等 4,020,608 4,020,608 

国県等補助金 954,849 954,849 

本年度差額 55,714 55,714 

固定資産等の変動（内部変動） △ 30,833 30,833 

有形固定資産等の増加 677,782 △ 677,782 

有形固定資産等の減少 △ 602,009 602,009 

貸付金・基金等の増加 336,914 △ 336,914 

貸付金・基金等の減少 △ 443,520 443,520 

資産評価差額 - - 

無償所管換等 - - 

その他 △ 32,094 △ 32,094 - 

本年度純資産変動額 23,620 △ 62,927 86,547 

本年度末純資産残高 19,453,963 25,258,830 △ 5,804,866 

科目 合計

神奈川県足柄上郡開成町



【様式第４号】

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

（単位：千円）

金額

【業務活動収支】
業務支出 4,594,521 

業務費用支出 2,836,303 
人件費支出 997,061 
物件費等支出 1,774,587 
支払利息支出 48,914 
その他の支出 15,741 

移転費用支出 1,758,218 
補助金等支出 455,022 
社会保障給付支出 785,021 
他会計への繰出支出 491,189 
その他の支出 26,985 

業務収入 5,129,983 
税収等収入 4,023,298 
国県等補助金収入 931,392 
使用料及び手数料収入 39,980 
その他の収入 135,313 

臨時支出 - 
災害復旧事業費支出 - 
その他の支出 - 

臨時収入 - 
業務活動収支 535,463 
【投資活動収支】

投資活動支出 897,467 
公共施設等整備費支出 575,848 
基金積立金支出 315,019 
投資及び出資金支出 - 
貸付金支出 6,600 
その他の支出 - 

投資活動収入 464,172 
国県等補助金収入 39,472 
基金取崩収入 417,587 
貸付金元金回収収入 6,600 
資産売却収入 513 
その他の収入 - 

投資活動収支 △ 433,295 
【財務活動収支】

財務活動支出 403,491 
地方債償還支出 398,068 
その他の支出 5,424 

財務活動収入 340,600 
地方債発行収入 340,600 
その他の収入 - 

財務活動収支 △ 62,891 
本年度資金収支額 39,276 
前年度末資金残高 316,004 
本年度末資金残高 355,280 

前年度末歳計外現金残高 28,362 
本年度歳計外現金増減額 320 
本年度末歳計外現金残高 28,682 
本年度末現金預金残高 383,962 

科目

神奈川県足柄上郡開成町


