
【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 39,712,435 固定負債 12,080,286 

有形固定資産 38,262,907 地方債 9,391,344 
事業用資産 14,466,302 長期未払金 - 

土地 8,915,484 退職手当引当金 2,422,369 
立木竹 306,282 損失補償等引当金 - 
建物 16,109,891 その他 266,573 
建物減価償却累計額 △ 11,179,147 流動負債 988,849 
工作物 1,735,010 １年内償還予定地方債 641,657 
工作物減価償却累計額 △ 1,421,660 未払金 - 
船舶 2,210 未払費用 - 
船舶減価償却累計額 △ 1,768 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 126,087 
航空機 - 預り金 207,622 
航空機減価償却累計額 - その他 13,483 
その他 - 13,069,135 
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 - 固定資産等形成分 40,512,798 

インフラ資産 23,540,193 余剰分（不足分） △ 12,397,563 
土地 8,842,344 
建物 262,838 
建物減価償却累計額 △ 170,587 
工作物 40,840,851 
工作物減価償却累計額 △ 26,235,253 
その他 - 
その他減価償却累計額 - 
建設仮勘定 - 

物品 1,561,904 
物品減価償却累計額 △ 1,305,492 

無形固定資産 20,683 
ソフトウェア 20,683 
その他 - 

投資その他の資産 1,428,845 
投資及び出資金 40,080 

有価証券 7,038 
出資金 33,042 
その他 - 

投資損失引当金 - 
長期延滞債権 304,617 
長期貸付金 13,278 
基金 1,088,769 

減債基金 2,426 
その他 1,086,343 

その他 - 
徴収不能引当金 △ 17,900 

流動資産 1,471,935 
現金預金 521,957 
未収金 155,459 
短期貸付金 - 
基金 800,363 

財政調整基金 800,363 
減債基金 - 

棚卸資産 - 
その他 594 
徴収不能引当金 △ 6,437 28,115,236 

41,184,370 41,184,370 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　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 8,887,695 

業務費用 5,338,926 

人件費 2,053,418 

職員給与費 1,848,276 

賞与等引当金繰入額 126,087 

退職手当引当金繰入額 - 

その他 79,055 

物件費等 3,042,330 

物件費 1,809,858 

維持補修費 142,192 

減価償却費 1,089,893 

その他 387 

その他の業務費用 243,178 

支払利息 52,895 

徴収不能引当金繰入額 6,437 

その他 183,845 

移転費用 3,548,770 

補助金等 1,913,927 

社会保障給付 928,942 

他会計への繰出金 704,727 

その他 1,174 

経常収益 706,258 

使用料及び手数料 122,559 

その他 583,699 

純経常行政コスト 8,181,438 

臨時損失 227,475 

災害復旧事業費 143,183 

資産除売却損 84,292 

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 8,408,913 

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　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 28,856,524 41,011,032 △ 12,154,507 

純行政コスト（△） △ 8,408,913 △ 8,408,913 

財源 7,667,624 7,667,624 

税収等 6,336,608 6,336,608 

国県等補助金 1,331,016 1,331,016 

本年度差額 △ 741,289 △ 741,289 

固定資産等の変動（内部変動） △ 498,233 498,233 

有形固定資産等の増加 870,353 △ 870,353 

有形固定資産等の減少 △ 1,019,649 1,019,649 

貸付金・基金等の増加 520,254 △ 520,254 

貸付金・基金等の減少 △ 869,191 869,191 

資産評価差額 - - 

無償所管換等 - - 

その他 - - - 

本年度純資産変動額 △ 741,289 △ 498,233 △ 243,055 

本年度末純資産残高 28,115,236 40,512,798 △ 12,397,563 

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　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 7,707,480 

業務費用支出 4,158,710 
人件費支出 2,058,166 
物件費等支出 2,036,143 
支払利息支出 52,895 
その他の支出 11,506 

移転費用支出 3,548,770 
補助金等支出 1,913,927 
社会保障給付支出 928,942 
他会計への繰出支出 704,727 
その他の支出 1,174 

業務収入 7,759,659 
税収等収入 6,384,042 
国県等補助金収入 1,029,769 
使用料及び手数料収入 124,999 
その他の収入 220,849 

臨時支出 143,183 
災害復旧事業費支出 143,183 
その他の支出 - 

臨時収入 68,712 
業務活動収支 △ 22,292 
【投資活動収支】

投資活動支出 1,450,934 
公共施設等整備費支出 950,352 
基金積立金支出 497,582 
投資及び出資金支出 - 
貸付金支出 3,000 
その他の支出 - 

投資活動収入 1,026,795 
国県等補助金収入 178,147 
基金取崩収入 845,338 
貸付金元金回収収入 3,000 
資産売却収入 310 
その他の収入 - 

投資活動収支 △ 424,139 
【財務活動収支】

財務活動支出 602,891 
地方債償還支出 602,891 
その他の支出 - 

財務活動収入 1,154,500 
地方債発行収入 1,154,500 
その他の収入 - 

財務活動収支 551,609 
本年度資金収支額 105,177 
前年度末資金残高 310,299 
本年度末資金残高 415,476 

前年度末歳計外現金残高 103,678 
本年度歳計外現金増減額 2,803 
本年度末歳計外現金残高 106,481 
本年度末現金預金残高 521,957 

科目

神奈川県足柄下郡湯河原町


