
【様式第１号】

連結貸借対照表
（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 27,988,619 固定負債 7,495,943 

有形固定資産 26,991,869 地方債等 6,212,935 
事業用資産 11,064,495 長期未払金 26,255 

土地 6,167,068 退職手当引当金 736,941 
立木竹 64,967 損失補償等引当金 - 
建物 12,014,219 その他 519,812 
建物減価償却累計額 △ 7,848,590 流動負債 752,892 
工作物 353,436 １年内償還予定地方債等 537,179 
工作物減価償却累計額 △ 243,909 未払金 103,099 
船舶 - 未払費用 - 
船舶減価償却累計額 - 前受金 17,083 
浮標等 - 前受収益 - 
浮標等減価償却累計額 - 賞与等引当金 66,832 
航空機 - 預り金 28,699 
航空機減価償却累計額 - その他 - 
その他 - 8,248,835 
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 28,923,190 

インフラ資産 15,358,274 余剰分（不足分） △ 6,261,241 
土地 7,682,090 他団体出資等分 - 
建物 118,851 
建物減価償却累計額 △ 50,296 
工作物 16,415,303 
工作物減価償却累計額 △ 8,814,978 
その他 - 
その他減価償却累計額 - 
建設仮勘定 7,304 

物品 3,279,703 
物品減価償却累計額 △ 2,710,603 

無形固定資産 13,704 
ソフトウェア 13,491 
その他 213 

投資その他の資産 983,046 
投資及び出資金 8,612 

有価証券 850 
出資金 7,762 
その他 - 

投資損失引当金 - 
長期延滞債権 115,400 
長期貸付金 3,746 
基金 862,163 

減債基金 - 
その他 862,163 

その他 9 
徴収不能引当金 △ 6,885 

流動資産 2,922,165 
現金預金 1,649,907 
未収金 70,895 
短期貸付金 688 
基金 933,883 

財政調整基金 920,990 
減債基金 12,893 

棚卸資産 269,632 
その他 - 
徴収不能引当金 △ 2,841 

繰延資産 - 22,661,949 
30,910,784 30,910,784 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】

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

（単位：千円）

金額

経常費用 9,143,848 

業務費用 3,972,803 

人件費 1,077,253 

職員給与費 933,550 

賞与等引当金繰入額 65,309 

退職手当引当金繰入額 2,887 

その他 75,507 

物件費等 2,683,155 

物件費 1,975,576 

維持補修費 50,270 

減価償却費 657,308 

その他 - 

その他の業務費用 212,396 

支払利息 70,441 

徴収不能引当金繰入額 2,373 

その他 139,581 

移転費用 5,171,045 

補助金等 4,359,032 

社会保障給付 785,021 

他会計への繰出金 - 

その他 26,992 

経常収益 455,114 

使用料及び手数料 241,874 

その他 213,240 

純経常行政コスト 8,688,734 

臨時損失 4,643 

災害復旧事業費 - 

資産除売却損 4,634 

投資損失引当金繰入額 - 

損失補償等引当金繰入額 - 

その他 9 

臨時利益 513 

資産売却益 513 

その他 - 

純行政コスト 8,692,865 

科目

神奈川県足柄上郡開成町



【様式第３号】

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

（単位：千円）

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 22,108,903 29,040,090 △ 6,931,187 0 

純行政コスト（△） △ 8,692,865 △ 8,692,865 0 

財源 8,778,011 8,778,011 0 

税収等 5,959,421 5,959,421 0 

国県等補助金 2,818,590 2,818,590 0 

本年度差額 85,147 85,147 0 

固定資産等の変動（内部変動） 169,543 △ 169,543 

有形固定資産等の増加 867,432 △ 867,432 

有形固定資産等の減少 △ 719,858 719,858 

貸付金・基金等の増加 530,285 △ 530,285 

貸付金・基金等の減少 △ 508,316 508,316 

資産評価差額 - - 

無償所管換等 △ 4 △ 4 

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 2,220 2,220 0 

その他 268,979 △ 288,659 557,638 

本年度純資産変動額 356,342 △ 116,900 473,242 0 

本年度末純資産残高 22,465,245 28,923,190 △ 6,457,945 0 

科目 合計

神奈川県足柄上郡開成町



【様式第４号】

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

（単位：千円）

金額

【業務活動収支】
業務支出 8,353,416 

業務費用支出 3,285,723 
人件費支出 1,060,639 
物件費等支出 2,027,473 
支払利息支出 70,604 
その他の支出 127,007 

移転費用支出 5,067,693 
補助金等支出 4,255,680 
社会保障給付支出 785,021 
他会計への繰出支出 - 
その他の支出 26,992 

業務収入 9,185,990 
税収等収入 5,930,924 
国県等補助金収入 2,735,310 
使用料及び手数料収入 237,733 
その他の収入 282,024 

臨時支出 - 
災害復旧事業費支出 - 
その他の支出 - 

臨時収入 160,350 
業務活動収支 992,924 
【投資活動収支】

投資活動支出 1,250,923 
公共施設等整備費支出 767,045 
基金積立金支出 477,277 
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 498,962 
国県等補助金収入 49,621 
基金取崩収入 442,229 
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 △ 751,960 
【財務活動収支】

財務活動支出 516,911 
地方債等償還支出 509,708 
その他の支出 7,203 

財務活動収入 390,600 
地方債等発行収入 390,600 
その他の収入 - 

財務活動収支 △ 126,311 
本年度資金収支額 114,653 
前年度末資金残高 1,506,429 
比例連結割合変更に伴う差額 127 
本年度末資金残高 1,621,209 

前年度末歳計外現金残高 28,376 
本年度歳計外現金増減額 322 
本年度末歳計外現金残高 28,698 
本年度末現金預金残高 1,649,907 

科目

神奈川県足柄上郡開成町


