
【様式第１号】

貸借対照表
（平成31年 3月31日現在）

（単位：円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 40,030,743,687 固定負債 11,808,917,849 

有形固定資産 38,395,162,068 地方債 9,078,500,670 
事業用資産 13,964,556,849 長期未払金 - 

土地 8,891,144,335 退職手当引当金 2,680,327,859 
立木竹 306,281,900 損失補償等引当金 - 
建物 15,658,002,034 その他 50,089,320 
建物減価償却累計額 △ 11,335,929,762 流動負債 867,371,074 
工作物 1,705,035,982 １年内償還予定地方債 602,891,243 
工作物減価償却累計額 △ 1,391,254,002 未払金 - 
船舶 2,209,999 未払費用 - 
船舶減価償却累計額 △ 1,325,997 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 130,835,512 
航空機 - 預り金 103,678,207 
航空機減価償却累計額 - その他 29,966,112 
その他 - 12,676,288,923 
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 130,392,360 固定資産等形成分 41,011,031,634 

インフラ資産 24,105,817,868 余剰分（不足分） △ 12,154,507,466 
土地 8,751,232,795 
建物 262,838,077 
建物減価償却累計額 △ 167,029,026 
工作物 40,787,107,098 
工作物減価償却累計額 △ 25,528,331,076 
その他 - 
その他減価償却累計額 - 
建設仮勘定 - 

物品 1,545,479,961 
物品減価償却累計額 △ 1,220,692,610 

無形固定資産 37,724,660 
ソフトウェア 37,724,660 
その他 - 

投資その他の資産 1,597,856,959 
投資及び出資金 40,080,173 

有価証券 7,038,173 
出資金 33,042,000 
その他 - 

投資損失引当金 - 
長期延滞債権 304,617,357 
長期貸付金 21,725,760 
基金 1,256,600,182 

減債基金 2,425,203 
その他 1,254,174,979 

その他 - 
徴収不能引当金 △ 25,166,513 

流動資産 1,502,069,404 
現金預金 413,976,972 
未収金 112,724,902 
短期貸付金 - 
基金 980,287,947 

財政調整基金 980,287,947 
減債基金 - 

棚卸資産 - 
その他 - 
徴収不能引当金 △ 4,920,417 28,856,524,168 

41,532,813,091 41,532,813,091 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30年 4月 1日
至　平成31年 3月31日

（単位：円）

金額

経常費用 8,771,917,060 

業務費用 5,436,798,860 

人件費 2,191,897,322 

職員給与費 2,024,777,184 

賞与等引当金繰入額 - 

退職手当引当金繰入額 90,612,859 

その他 76,507,279 

物件費等 3,072,354,298 

物件費 1,839,728,277 

維持補修費 139,851,224 

減価償却費 1,092,413,017 

その他 361,780 

その他の業務費用 172,547,240 

支払利息 57,704,120 

徴収不能引当金繰入額 4,920,417 

その他 109,922,703 

移転費用 3,335,118,200 

補助金等 1,729,633,270 

社会保障給付 928,246,356 

他会計への繰出金 676,566,374 

その他 672,200 

経常収益 364,622,204 

使用料及び手数料 130,569,131 

その他 234,053,073 

純経常行政コスト 8,407,294,856 

臨時損失 70,625,200 

災害復旧事業費 33,690,000 

資産除売却損 36,935,200 

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 2,072,450 

資産売却益 2,072,450 

その他 - 

純行政コスト 8,475,847,606 

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30年 4月 1日
至　平成31年 3月31日

（単位：円）

固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）

前年度末純資産残高 29,682,092,782 41,106,429,597 △ 11,424,336,815 

純行政コスト（△） △ 8,475,847,606 △ 8,475,847,606 

財源 7,649,279,992 7,649,279,992 

税収等 6,325,980,297 6,325,980,297 

国県等補助金 1,323,299,695 1,323,299,695 

本年度差額 △ 826,567,614 △ 826,567,614 

固定資産等の変動（内部変動） △ 96,396,963 96,396,963 

有形固定資産等の増加 2,140,177,682 △ 2,140,177,682 

有形固定資産等の減少 △ 1,866,751,527 1,866,751,527 

貸付金・基金等の増加 198,785,801 △ 198,785,801 

貸付金・基金等の減少 △ 568,608,919 568,608,919 

資産評価差額 - - 

無償所管換等 999,000 999,000 

その他 - - - 

本年度純資産変動額 △ 825,568,614 △ 95,397,963 △ 730,170,651 

本年度末純資産残高 28,856,524,168 41,011,031,634 △ 12,154,507,466 

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30年 4月 1日
至　平成31年 3月31日

（単位：円）

金額

【業務活動収支】
業務支出 7,539,655,038 

業務費用支出 4,204,536,838 
人件費支出 2,101,284,463 
物件費等支出 2,025,468,297 
支払利息支出 57,704,120 
その他の支出 20,079,958 

移転費用支出 3,335,118,200 
補助金等支出 1,729,633,270 
社会保障給付支出 928,246,356 
他会計への繰出支出 676,566,374 
その他の支出 672,200 

業務収入 7,731,481,149 
税収等収入 6,357,312,078 
国県等補助金収入 1,030,569,695 
使用料及び手数料収入 132,949,063 
その他の収入 210,650,313 

臨時支出 33,690,000 
災害復旧事業費支出 33,690,000 
その他の支出 - 

臨時収入 5,023,000 
業務活動収支 163,159,111 
【投資活動収支】

投資活動支出 1,647,625,940 
公共施設等整備費支出 1,366,906,022 
基金積立金支出 276,719,918 
投資及び出資金支出 - 
貸付金支出 4,000,000 
その他の支出 - 

投資活動収入 777,723,300 
国県等補助金収入 207,550,000 
基金取崩収入 563,034,000 
貸付金元金回収収入 4,000,000 
資産売却収入 3,139,300 
その他の収入 - 

投資活動収支 △ 869,902,640 
【財務活動収支】

財務活動支出 578,954,592 
地方債償還支出 578,954,592 
その他の支出 - 

財務活動収入 1,343,900,000 
地方債発行収入 1,343,900,000 
その他の収入 - 

財務活動収支 764,945,408 
本年度資金収支額 58,201,879 
前年度末資金残高 252,096,886 
本年度末資金残高 310,298,765 

前年度末歳計外現金残高 106,651,603 
本年度歳計外現金増減額 △ 2,973,396 
本年度末歳計外現金残高 103,678,207 
本年度末現金預金残高 413,976,972 

科目

神奈川県足柄下郡湯河原町


