
【様式第１号】

貸借対照表
（令和 2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 26,433,013 固定負債 7,015,276 

有形固定資産 25,853,193 地方債 6,290,064 
事業用資産 13,082,171 長期未払金 22,343 

土地 6,162,151 退職手当引当金 702,868 
立木竹 - 損失補償等引当金 - 
建物 14,057,498 その他 - 
建物減価償却累計額 △ 7,552,280 流動負債 505,315 
工作物 468,531 １年内償還予定地方債 416,585 
工作物減価償却累計額 △ 249,015 未払金 4,219 
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 56,149 
航空機 - 預り金 28,362 
航空機減価償却累計額 - その他 - 
その他 - 7,520,590 
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 195,285 固定資産等形成分 27,026,249 

インフラ資産 12,613,288 余剰分（不足分） △ 6,977,275 
土地 7,623,053 
建物 1,269 
建物減価償却累計額 △ 43 
工作物 11,992,126 
工作物減価償却累計額 △ 7,003,118 
その他 - 
その他減価償却累計額 - 
建設仮勘定 - 

物品 735,997 
物品減価償却累計額 △ 578,262 

無形固定資産 10,767 
ソフトウェア 10,767 
その他 - 

投資その他の資産 569,053 
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 26,279 
長期貸付金 3,430 
基金 527,183 

減債基金 - 
その他 527,183 

その他 - 
徴収不能引当金 △ 1,451 

流動資産 1,136,552 
現金預金 523,215 
未収金 18,806 
短期貸付金 508 
基金 592,728 

財政調整基金 579,822 
減債基金 12,907 

棚卸資産 - 
その他 2,200 
徴収不能引当金 △ 905 20,048,974 

27,569,564 27,569,564 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31年 4月 1日
至　令和 2年 3月31日

（単位：千円）

金額

経常費用 5,399,956 

業務費用 3,521,752 

人件費 987,364 

職員給与費 863,022 

賞与等引当金繰入額 56,149 

退職手当引当金繰入額 - 

その他 68,193 

物件費等 2,476,594 

物件費 1,880,571 

維持補修費 93,028 

減価償却費 502,779 

その他 216 

その他の業務費用 57,795 

支払利息 44,198 

徴収不能引当金繰入額 1,451 

その他 12,145 

移転費用 1,878,204 

補助金等 664,706 

社会保障給付 815,189 

他会計への繰出金 376,140 

その他 22,168 

経常収益 201,236 

使用料及び手数料 35,038 

その他 166,199 

純経常行政コスト 5,198,720 

臨時損失 7,411 

災害復旧事業費 - 

資産除売却損 7,411 

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 - 

資産売却益 - 

その他 - 

純行政コスト 5,206,130 

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31年 4月 1日
至　令和 2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 19,453,963 25,258,830 △ 5,804,866 

純行政コスト（△） △ 5,206,130 △ 5,206,130 

財源 5,801,240 5,801,240 

税収等 4,241,594 4,241,594 

国県等補助金 1,559,646 1,559,646 

本年度差額 595,110 595,110 

固定資産等の変動（内部変動） 1,767,419 △ 1,767,419 

有形固定資産等の増加 2,558,356 △ 2,558,356 

有形固定資産等の減少 △ 508,043 508,043 

貸付金・基金等の増加 259,694 △ 259,694 

貸付金・基金等の減少 △ 542,588 542,588 

資産評価差額 - - 

無償所管換等 - - 

その他 △ 99 0 △ 99 

本年度純資産変動額 595,011 1,767,419 △ 1,172,408 

本年度末純資産残高 20,048,974 27,026,249 △ 6,977,275 

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31年 4月 1日
至　令和 2年 3月31日

（単位：千円）

金額

【業務活動収支】
業務支出 4,901,901 

業務費用支出 3,023,698 
人件費支出 994,298 
物件費等支出 1,977,555 
支払利息支出 44,198 
その他の支出 7,646 

移転費用支出 1,878,204 
補助金等支出 664,706 
社会保障給付支出 815,189 
他会計への繰出支出 376,140 
その他の支出 22,168 

業務収入 5,521,137 
税収等収入 4,237,591 
国県等補助金収入 1,111,758 
使用料及び手数料収入 35,067 
その他の収入 136,721 

臨時支出 - 
災害復旧事業費支出 - 
その他の支出 - 

臨時収入 5,309 
業務活動収支 624,545 
【投資活動収支】

投資活動支出 2,731,340 
公共施設等整備費支出 2,562,676 
基金積立金支出 162,064 
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 890,722 
国県等補助金収入 12,419 
基金取崩収入 441,543 
貸付金元金回収収入 6,600 
資産売却収入 - 
その他の収入 430,160 

投資活動収支 △ 1,840,618 
【財務活動収支】

財務活動支出 405,853 
地方債償還支出 405,853 
その他の支出 - 

財務活動収入 1,761,500 
地方債発行収入 1,761,500 
その他の収入 - 

財務活動収支 1,355,647 
本年度資金収支額 139,573 
前年度末資金残高 355,280 
本年度末資金残高 494,853 

前年度末歳計外現金残高 28,362 
本年度歳計外現金増減額 - 
本年度末歳計外現金残高 28,362 
本年度末現金預金残高 523,215 

科目

神奈川県足柄上郡開成町


