
【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 60,379,496 固定負債 25,213,395 

有形固定資産 57,541,751 地方債等 14,553,081 
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 2,493,050 
立木竹 306,282 損失補償等引当金 - 
建物 16,109,891 その他 8,167,264 
建物減価償却累計額 △ 11,179,147 流動負債 1,645,712 
工作物 1,735,010 １年内償還予定地方債等 1,182,899 
工作物減価償却累計額 △ 1,421,660 未払金 96,979 
船舶 2,210 未払費用 - 
船舶減価償却累計額 △ 1,768 前受金 50 
浮標等 - 前受収益 - 
浮標等減価償却累計額 - 賞与等引当金 144,512 
航空機 - 預り金 207,789 
航空機減価償却累計額 - その他 13,483 
その他 - 26,859,107 
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 61,179,859 

インフラ資産 38,431,913 余剰分（不足分） △ 24,942,975 
土地 10,339,979 
建物 1,435,507 
建物減価償却累計額 △ 368,914 
工作物 59,945,783 
工作物減価償却累計額 △ 32,920,441 
その他 - 
その他減価償却累計額 - 
建設仮勘定 - 

物品 7,593,251 
物品減価償却累計額 △ 2,949,715 

無形固定資産 69,988 
ソフトウェア 29,233 
その他 40,755 

投資その他の資産 2,767,757 
投資及び出資金 110,080 

有価証券 77,038 
出資金 33,042 
その他 - 

投資損失引当金 - 
長期延滞債権 460,547 
長期貸付金 213,278 
基金 2,021,845 

減債基金 2,426 
その他 2,019,419 

その他 47 
徴収不能引当金 △ 38,041 

流動資産 2,716,495 
現金預金 1,565,791 
未収金 363,498 
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 10,245 
その他 594 
徴収不能引当金 △ 23,996 

繰延資産 - 36,236,884 
63,095,991 63,095,991 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】

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 16,209,891 

業務費用 7,248,815 

人件費 2,320,160 

職員給与費 2,035,973 

賞与等引当金繰入額 144,512 

退職手当引当金繰入額 17,399 

その他 122,275 

物件費等 4,322,527 

物件費 2,233,151 

維持補修費 171,562 

減価償却費 1,909,231 

その他 8,583 

その他の業務費用 606,128 

支払利息 146,885 

徴収不能引当金繰入額 26,777 

その他 432,466 

移転費用 8,961,076 

補助金等 8,030,440 

社会保障給付 929,463 

他会計への繰出金 - 

その他 1,174 

経常収益 1,874,329 

使用料及び手数料 1,128,291 

その他 746,038 

純経常行政コスト 14,335,562 

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 108 

資産売却益 108 

その他 - 

純行政コスト 14,562,929 

科目

神奈川県足柄下郡湯河原町



【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 37,310,965 62,580,678 △ 25,269,713 

純行政コスト（△） △ 14,562,929 △ 14,562,929 

財源 13,679,028 13,679,028 

税収等 9,041,678 9,041,678 

国県等補助金 4,637,350 4,637,350 

本年度差額 △ 883,901 △ 883,901 

固定資産等の変動（内部変動） △ 1,400,819 1,400,819 

有形固定資産等の増加 1,025,552 △ 1,025,552 

有形固定資産等の減少 △ 1,890,610 1,890,610 

貸付金・基金等の増加 596,607 △ 596,607 

貸付金・基金等の減少 △ 1,132,369 1,132,369 

資産評価差額 - - 

無償所管換等 - - 

その他 △ 190,180 0 △ 190,180 

本年度純資産変動額 △ 1,074,081 △ 1,400,819 326,738 

本年度末純資産残高 36,236,884 61,179,859 △ 24,942,975 

科目 合計

神奈川県足柄下郡湯河原町



【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 13,928,600 

業務費用支出 4,967,524 
人件費支出 2,304,120 
物件費等支出 2,457,977 
支払利息支出 146,885 
その他の支出 58,542 

移転費用支出 8,961,076 
補助金等支出 8,030,440 
社会保障給付支出 929,463 
他会計への繰出支出 - 
その他の支出 1,174 

業務収入 14,522,527 
税収等収入 8,764,558 
国県等補助金収入 4,333,302 
使用料及び手数料収入 1,134,903 
その他の収入 289,765 

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 519,456 
【投資活動収支】

投資活動支出 1,555,197 
公共施設等整備費支出 1,054,549 
基金積立金支出 497,648 
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 1,219,018 
国県等補助金収入 198,943 
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 50,477 
その他の収入 121,260 

投資活動収支 △ 336,179 
【財務活動収支】

財務活動支出 1,157,358 
地方債等償還支出 1,157,358 
その他の支出 - 

財務活動収入 1,239,900 
地方債等発行収入 1,239,900 
その他の収入 - 

財務活動収支 82,542 
本年度資金収支額 265,819 
前年度末資金残高 1,193,491 
本年度末資金残高 1,459,310 

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 1,565,791 

科目

神奈川県足柄下郡湯河原町


