
【様式第１号】

全体貸借対照表
（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 36,166,090 固定負債 13,827,975 

有形固定資産 34,938,271 地方債等 9,232,894 
事業用資産 13,082,171 長期未払金 24,594 

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 3,867,618 
建物減価償却累計額 △ 7,552,280 流動負債 224,613 
工作物 468,531 １年内償還予定地方債等 695,562 
工作物減価償却累計額 △ 249,015 未払金 233,545 
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 62,431 
航空機 - 預り金 △ 767,357 
航空機減価償却累計額 - その他 432 
その他 - 14,052,588 
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 37,172,887 

インフラ資産 21,463,612 余剰分（不足分） △ 13,370,222 
土地 7,688,246 
建物 120,120 
建物減価償却累計額 △ 52,259 
工作物 22,934,102 
工作物減価償却累計額 △ 9,356,928 
その他 - 
その他減価償却累計額 - 
建設仮勘定 130,331 

物品 1,588,900 
物品減価償却累計額 △ 1,196,412 

無形固定資産 581,345 
ソフトウェア 14,414 
その他 566,931 

投資その他の資産 646,473 
投資及び出資金 14,352 

有価証券 850 
出資金 13,502 
その他 - 

投資損失引当金 - 
長期延滞債権 105,650 
長期貸付金 3,430 
基金 529,683 

減債基金 - 
その他 529,683 

その他 9 
徴収不能引当金 △ 6,651 

流動資産 1,689,163 
現金預金 1,244,028 
未収金 △ 560,476 
短期貸付金 508 
基金 1,006,290 

財政調整基金 993,383 
減債基金 12,907 

棚卸資産 259 
その他 2,200 
徴収不能引当金 △ 3,644 

繰延資産 - 23,802,665 
37,855,253 37,855,253 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 8,392,749 

業務費用 4,119,390 

人件費 1,041,586 

職員給与費 906,982 

賞与等引当金繰入額 58,825 

退職手当引当金繰入額 10 

その他 75,769 

物件費等 2,938,174 

物件費 1,980,452 

維持補修費 99,111 

減価償却費 858,395 

その他 216 

その他の業務費用 139,630 

支払利息 107,169 

徴収不能引当金繰入額 7,041 

その他 25,420 

移転費用 4,273,359 

補助金等 3,571,687 

社会保障給付 815,189 

他会計への繰出金 △ 135,707 

その他 22,189 

経常収益 648,284 

使用料及び手数料 448,692 

その他 199,592 

純経常行政コスト 7,744,465 

臨時損失 19,841 

災害復旧事業費 - 

資産除売却損 11,966 

投資損失引当金繰入額 - 

損失補償等引当金繰入額 - 

その他 7,875 

臨時利益 420 

資産売却益 - 

その他 420 

純行政コスト 7,763,885 

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 21,756,063 28,411,492 △ 6,655,429 

純行政コスト（△） △ 7,763,885 △ 7,763,885 

財源 8,477,041 8,477,041 

税収等 5,393,834 5,393,834 

国県等補助金 3,083,207 3,083,207 

本年度差額 713,156 713,156 

固定資産等の変動（内部変動） 1,826,559 △ 1,826,559 

有形固定資産等の増加 2,866,633 △ 2,866,633 

有形固定資産等の減少 △ 833,109 833,109 

貸付金・基金等の増加 424,217 △ 424,217 

貸付金・基金等の減少 △ 631,183 631,183 

資産評価差額 - - 

無償所管換等 - - 

その他 1,333,447 6,934,836 △ 5,601,390 

本年度純資産変動額 2,046,602 8,761,395 △ 6,714,793 

本年度末純資産残高 23,802,665 37,172,887 △ 13,370,222 

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 7,596,217 

業務費用支出 3,322,859 
人件費支出 1,044,383 
物件費等支出 2,153,628 
支払利息支出 107,169 
その他の支出 17,678 

移転費用支出 4,273,359 
補助金等支出 3,571,687 
社会保障給付支出 815,189 
他会計への繰出支出 △ 135,707 
その他の支出 22,189 

業務収入 8,509,518 
税収等収入 5,253,512 
国県等補助金収入 2,635,319 
使用料及び手数料収入 449,723 
その他の収入 170,964 

臨時支出 7,875 
災害復旧事業費支出 - 
その他の支出 7,875 

臨時収入 5,729 
業務活動収支 911,155 
【投資活動収支】

投資活動支出 3,115,248 
公共施設等整備費支出 2,864,583 
基金積立金支出 244,064 
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 1,017,676 
国県等補助金収入 139,372 
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 △ 2,097,572 
【財務活動収支】

財務活動支出 685,653 
地方債等償還支出 685,653 
その他の支出 - 

財務活動収入 1,952,393 
地方債等発行収入 1,879,600 
その他の収入 72,793 

財務活動収支 1,266,740 
本年度資金収支額 80,323 
前年度末資金残高 1,135,265 
本年度末資金残高 1,215,587 

前年度末歳計外現金残高 28,682 
本年度歳計外現金増減額 △ 241 
本年度末歳計外現金残高 28,441 
本年度末現金預金残高 1,244,028 

科目

神奈川県足柄上郡開成町


