
【様式第１号】

貸借対照表
（令和 3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 40,172,995 固定負債 12,542,914 

有形固定資産 38,617,188 地方債 9,903,478 
事業用資産 14,422,302 長期未払金 - 

土地 8,915,074 退職手当引当金 2,376,254 
立木竹 306,590 損失補償等引当金 - 
建物 16,213,630 その他 263,182 
建物減価償却累計額 △ 11,437,492 流動負債 932,697 
工作物 1,754,238 １年内償還予定地方債 697,666 
工作物減価償却累計額 △ 1,454,325 未払金 - 
船舶 2,210 未払費用 - 
船舶減価償却累計額 △ 2,210 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 125,616 
航空機 - 預り金 102,542 
航空機減価償却累計額 - その他 6,873 
その他 - 13,475,611 
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 124,588 固定資産等形成分 40,823,460 

インフラ資産 23,903,140 余剰分（不足分） △ 12,528,659 
土地 8,929,222 
建物 262,838 
建物減価償却累計額 △ 174,146 
工作物 41,019,176 
工作物減価償却累計額 △ 26,936,951 
その他 - 
その他減価償却累計額 - 
建設仮勘定 803,000 

物品 1,659,642 
物品減価償却累計額 △ 1,367,896 

無形固定資産 7,037 
ソフトウェア 7,037 
その他 - 

投資その他の資産 1,548,770 
投資及び出資金 43,080 

有価証券 7,038 
出資金 38,042 
その他 △ 2,000 

投資損失引当金 - 
長期延滞債権 220,736 
長期貸付金 159,414 
基金 1,143,710 

減債基金 2,426 
その他 1,141,284 

その他 - 
徴収不能引当金 △ 18,170 

流動資産 1,597,416 
現金預金 535,395 
未収金 419,857 
短期貸付金 - 
基金 650,465 

財政調整基金 650,465 
減債基金 - 

棚卸資産 - 
その他 594 
徴収不能引当金 △ 8,895 28,294,800 

41,770,411 41,770,411 資産合計

負債合計

純資産合計
負債及び純資産合計

神奈川県足柄下郡湯河原町



【様式第２号】

行政コスト計算書
自　令和 2年 4月 1日
至　令和 3年 3月31日

（単位：千円）

金額

経常費用 11,662,848 

業務費用 5,425,040 

人件費 2,073,017 

職員給与費 1,764,057 

賞与等引当金繰入額 125,144 

退職手当引当金繰入額 - 

その他 183,816 

物件費等 2,916,839 

物件費 1,712,819 

維持補修費 131,259 

減価償却費 1,072,760 

その他 - 

その他の業務費用 435,185 

支払利息 47,967 

徴収不能引当金繰入額 9,165 

その他 378,053 

移転費用 6,237,808 

補助金等 4,613,539 

社会保障給付 888,569 

他会計への繰出金 734,770 

その他 930 

経常収益 638,406 

使用料及び手数料 113,049 

その他 525,357 

純経常行政コスト 11,024,441 

臨時損失 143,777 

災害復旧事業費 107,426 

資産除売却損 22,228 

投資損失引当金繰入額 - 

損失補償等引当金繰入額 - 

その他 14,123 

臨時利益 3,871 

資産売却益 3,871 

その他 - 

純行政コスト 11,164,347 

科目

神奈川県足柄下郡湯河原町



【様式第３号】

純資産変動計算書
自　令和 2年 4月 1日
至　令和 3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 28,115,236 40,512,798 △ 12,397,563 

純行政コスト（△） △ 11,164,347 △ 11,164,347 

財源 11,343,912 11,343,912 

税収等 6,473,418 6,473,418 

国県等補助金 4,870,494 4,870,494 

本年度差額 179,565 179,565 

固定資産等の変動（内部変動） 310,662 △ 310,662 

有形固定資産等の増加 1,413,805 △ 1,413,805 

有形固定資産等の減少 △ 1,073,170 1,073,170 

貸付金・基金等の増加 710,277 △ 710,277 

貸付金・基金等の減少 △ 740,249 740,249 

資産評価差額 - - 

無償所管換等 - - 

その他 - - - 

本年度純資産変動額 179,565 310,662 △ 131,097 

本年度末純資産残高 28,294,800 40,823,460 △ 12,528,659 

科目 合計

神奈川県足柄下郡湯河原町



【様式第４号】

資金収支計算書
自　令和 2年 4月 1日
至　令和 3年 3月31日

（単位：千円）

金額

【業務活動収支】
業務支出 10,254,217 

業務費用支出 4,016,409 
人件費支出 2,073,488 
物件費等支出 1,866,306 
支払利息支出 47,967 
その他の支出 28,648 

移転費用支出 6,237,808 
補助金等支出 4,613,539 
社会保障給付支出 888,569 
他会計への繰出支出 734,770 
その他の支出 930 

業務収入 7,958,064 
税収等収入 6,426,891 
国県等補助金収入 1,229,581 
使用料及び手数料収入 112,839 
その他の収入 188,753 

臨時支出 107,426 
災害復旧事業費支出 107,426 
その他の支出 - 

臨時収入 2,919,918 
業務活動収支 516,339 
【投資活動収支】

投資活動支出 1,990,942 
公共施設等整備費支出 1,413,525 
基金積立金支出 425,437 
投資及び出資金支出 5,000 
貸付金支出 146,980 
その他の支出 - 

投資活動収入 933,837 
国県等補助金収入 407,441 
基金取崩収入 520,395 
貸付金元金回収収入 2,000 
資産売却収入 4,001 
その他の収入 - 

投資活動収支 △ 1,057,105 
【財務活動収支】

財務活動支出 651,657 
地方債償還支出 641,657 
その他の支出 10,000 

財務活動収入 1,209,800 
地方債発行収入 1,209,800 
その他の収入 - 

財務活動収支 558,143 
本年度資金収支額 17,377 
前年度末資金残高 415,476 
本年度末資金残高 432,853 

前年度末歳計外現金残高 106,481 
本年度歳計外現金増減額 △ 3,939 
本年度末歳計外現金残高 102,542 
本年度末現金預金残高 535,395 

科目

神奈川県足柄下郡湯河原町


