
【様式第１号】

連結貸借対照表
（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 66,037,330 固定負債 30,176,797 

有形固定資産 63,050,317 地方債等 19,445,441 
事業用資産 19,971,049 長期未払金 - 

土地 9,069,906 退職手当引当金 2,562,299 
立木竹 306,282 損失補償等引当金 - 
建物 22,168,347 その他 8,169,057 
建物減価償却累計額 △ 11,887,279 流動負債 2,000,370 
工作物 1,735,010 １年内償還予定地方債等 1,532,761 
工作物減価償却累計額 △ 1,421,660 未払金 99,533 
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 145,470 
航空機 - 預り金 207,845 
航空機減価償却累計額 - その他 14,713 
その他 - 32,177,168 
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 66,856,433 

インフラ資産 38,434,037 余剰分（不足分） △ 29,313,441 
土地 10,339,979 他団体出資等分 - 
建物 1,467,196 
建物減価償却累計額 △ 398,480 
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 7,595,651 
物品減価償却累計額 △ 2,950,421 

無形固定資産 70,784 
ソフトウェア 30,029 
その他 40,755 

投資その他の資産 2,916,229 
投資及び出資金 106,090 

有価証券 77,038 
出資金 29,052 
その他 - 

投資損失引当金 - 
長期延滞債権 461,210 
長期貸付金 213,278 
基金 2,172,644 

減債基金 2,426 
その他 2,170,218 

その他 1,047 
徴収不能引当金 △ 38,041 

流動資産 3,682,829 
現金預金 2,132,001 
未収金 364,387 
短期貸付金 - 
基金 815,103 

財政調整基金 815,103 
減債基金 - 

棚卸資産 394,591 
その他 744 
徴収不能引当金 △ 23,996 

繰延資産 - 37,542,992 
69,720,159 69,720,159 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】

連結行政コスト計算書
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 19,807,800 

業務費用 8,167,010 

人件費 2,365,213 

職員給与費 2,058,800 

賞与等引当金繰入額 144,713 

退職手当引当金繰入額 37,696 

その他 124,004 

物件費等 5,126,542 

物件費 2,597,390 

維持補修費 177,007 

減価償却費 2,146,837 

その他 205,309 

その他の業務費用 675,255 

支払利息 168,670 

徴収不能引当金繰入額 26,777 

その他 479,807 

移転費用 11,640,790 

補助金等 10,708,658 

社会保障給付 929,463 

他会計への繰出金 - 

その他 2,669 

経常収益 2,114,169 

使用料及び手数料 1,164,347 

その他 949,823 

純経常行政コスト 17,693,630 

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 17,920,998 

科目

神奈川県足柄下郡湯河原町



【様式第３号】

連結純資産変動計算書
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）

他団体出資等分

前年度末純資産残高 37,858,935 68,141,774 △ 30,282,839 0 

純行政コスト（△） △ 17,920,998 △ 17,920,998 0 

財源 17,562,937 17,562,937 0 

税収等 11,331,067 11,331,067 0 

国県等補助金 6,231,871 6,231,871 0 

本年度差額 △ 358,060 △ 358,060 0 

固定資産等の変動（内部変動） △ 1,521,140 1,521,140 

有形固定資産等の増加 1,149,458 △ 1,149,458 

有形固定資産等の減少 △ 2,128,441 2,128,441 

貸付金・基金等の増加 609,328 △ 609,328 

貸付金・基金等の減少 △ 1,151,485 1,151,485 

資産評価差額 - - 

無償所管換等 235,536 235,536 

他団体出資等分の増加 - - 

他団体出資等分の減少 - - 

比例連結割合変更に伴う差額 △ 22 0 △ 22 

その他 △ 193,397 263 △ 193,660 

本年度純資産変動額 △ 315,943 △ 1,285,341 969,398 0 

本年度末純資産残高 37,542,992 66,856,433 △ 29,313,441 0 

科目 合計

神奈川県足柄下郡湯河原町



【様式第４号】

連結資金収支計算書
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 17,088,880 

業務費用支出 5,449,110 
人件費支出 2,321,424 
物件費等支出 2,825,220 
支払利息支出 168,670 
その他の支出 133,796 

移転費用支出 11,639,770 
補助金等支出 10,708,658 
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 1,649 

業務収入 18,465,471 
税収等収入 11,053,947 
国県等補助金収入 5,927,822 
使用料及び手数料収入 1,171,577 
その他の収入 312,124 

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 1,302,119 
【投資活動収支】

投資活動支出 1,597,384 
公共施設等整備費支出 1,084,158 
基金積立金支出 510,226 
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 1,237,256 
国県等補助金収入 198,943 
基金取崩収入 863,577 
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 △ 360,127 
【財務活動収支】

財務活動支出 1,902,681 
地方債等償還支出 1,901,985 
その他の支出 696 

財務活動収入 1,677,204 
地方債等発行収入 1,677,204 
その他の収入 - 

財務活動収支 △ 225,477 
本年度資金収支額 716,515 
前年度末資金残高 1,308,984 
比例連結割合変更に伴う差額 0 
本年度末資金残高 2,025,499 

前年度末歳計外現金残高 103,698 
本年度歳計外現金増減額 2,804 
本年度末歳計外現金残高 106,502 
本年度末現金預金残高 2,132,001 

科目

神奈川県足柄下郡湯河原町


