
【様式第１号】

全体貸借対照表
（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 27,486,694 固定負債 7,224,952 

有形固定資産 26,538,324 地方債等 5,947,825 
事業用資産 10,828,292 長期未払金 24,594 

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 519,812 
建物減価償却累計額 △ 7,340,096 流動負債 662,615 
工作物 342,344 １年内償還予定地方債等 465,997 
工作物減価償却累計額 △ 235,761 未払金 101,301 
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 66,635 
航空機 - 預り金 28,683 
航空機減価償却累計額 - その他 - 
その他 - 7,887,567 
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 28,411,492 

インフラ資産 15,358,274 余剰分（不足分） △ 6,655,429 
土地 7,682,090 
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 1,545,374 
物品減価償却累計額 △ 1,193,616 

無形固定資産 13,672 
ソフトウェア 13,459 
その他 213 

投資その他の資産 934,698 
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 114,875 
長期貸付金 3,746 
基金 809,341 

減債基金 - 
その他 809,341 

その他 9 
徴収不能引当金 △ 6,885 

流動資産 2,156,937 
現金預金 1,163,946 
未収金 70,773 
短期貸付金 688 
基金 924,111 

財政調整基金 911,218 
減債基金 12,893 

棚卸資産 259 
その他 - 
徴収不能引当金 △ 2,841 

繰延資産 - 21,756,063 
29,643,630 29,643,630 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】

全体行政コスト計算書
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 7,651,149 

業務費用 3,693,735 

人件費 1,062,385 

職員給与費 924,783 

賞与等引当金繰入額 65,112 

退職手当引当金繰入額 - 

その他 72,490 

物件費等 2,469,664 

物件費 1,803,871 

維持補修費 49,121 

減価償却費 616,672 

その他 - 

その他の業務費用 161,687 

支払利息 68,892 

徴収不能引当金繰入額 2,373 

その他 90,421 

移転費用 3,957,414 

補助金等 3,145,407 

社会保障給付 785,021 

他会計への繰出金 - 

その他 26,985 

経常収益 424,839 

使用料及び手数料 223,863 

その他 200,976 

純経常行政コスト 7,226,310 

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 7,230,440 

科目

神奈川県足柄上郡開成町



【様式第３号】

全体純資産変動計算書
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 21,681,688 28,268,861 △ 6,587,173 

純行政コスト（△） △ 7,230,440 △ 7,230,440 

財源 7,336,910 7,336,910 

税収等 4,905,786 4,905,786 

国県等補助金 2,431,124 2,431,124 

本年度差額 106,469 106,469 

固定資産等の変動（内部変動） 174,725 △ 174,725 

有形固定資産等の増加 867,429 △ 867,429 

有形固定資産等の減少 △ 719,858 719,858 

貸付金・基金等の増加 510,715 △ 510,715 

貸付金・基金等の減少 △ 483,561 483,561 

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 74,375 174,725 △ 68,256 

本年度末純資産残高 21,756,063 28,411,492 △ 6,655,429 

科目 合計

神奈川県足柄上郡開成町



【様式第４号】

全体資金収支計算書
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 7,007,441 

業務費用支出 3,050,027 
人件費支出 1,048,669 
物件費等支出 1,854,619 
支払利息支出 68,892 
その他の支出 77,847 

移転費用支出 3,957,414 
補助金等支出 3,145,407 
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 26,985 

業務収入 7,762,578 
税収等収入 4,882,289 
国県等補助金収入 2,407,667 
使用料及び手数料収入 219,722 
その他の収入 252,900 

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 755,137 
【投資活動収支】

投資活動支出 1,217,215 
公共施設等整備費支出 760,595 
基金積立金支出 450,019 
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 471,495 
国県等補助金収入 46,795 
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 △ 745,719 
【財務活動収支】

財務活動支出 460,657 
地方債等償還支出 455,233 
その他の支出 5,424 

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 △ 70,057 
本年度資金収支額 △ 60,639 
前年度末資金残高 1,195,904 
本年度末資金残高 1,135,265 

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 1,163,946 

科目

神奈川県足柄上郡開成町


