
【様式第1号】

自治体名：うるま市

会計：一般会計等 （単位：千円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 177,210,490   固定負債 47,230,194

    有形固定資産 162,526,111     地方債 44,884,758

      事業用資産 71,090,639     長期未払金 -

        土地 10,641,356     退職手当引当金 2,306,099

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 101,275,968     その他 39,338

        建物減価償却累計額 -46,266,650   流動負債 5,374,312

        工作物 4,590,592     １年内償還予定地方債 4,606,880

        工作物減価償却累計額 -2,015,922     未払金 -

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     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 432,588

        航空機 -     預り金 268,164

        航空機減価償却累計額 -     その他 66,679

        その他 - 負債合計 52,604,506

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 2,865,295   固定資産等形成分 182,256,752

      インフラ資産 90,609,326   余剰分（不足分） -49,966,808

        土地 37,598,660

        建物 606,155

        建物減価償却累計額 -374,859

        工作物 108,731,350

        工作物減価償却累計額 -56,237,476

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 285,496

      物品 2,741,586

      物品減価償却累計額 -1,915,440

    無形固定資産 15,302

      ソフトウェア 15,302

      その他 -

    投資その他の資産 14,669,077

      投資及び出資金 805,456

        有価証券 149,411

        出資金 645,974

        その他 10,070

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 306,899

      長期貸付金 529,247

      基金 13,041,960

        減債基金 6,048,143

        その他 6,993,817

      その他 -

      徴収不能引当金 -14,485

  流動資産 7,683,961

    現金預金 2,318,535

    未収金 338,405

    短期貸付金 26,222

    基金 5,020,041

      財政調整基金 5,020,041

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -19,242 純資産合計 132,289,944

資産合計 184,894,451 負債及び純資産合計 184,894,451

貸借対照表
（平成31年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：うるま市

会計：一般会計等 （単位：千円）

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

科目名 金額

  経常費用 50,212,345

    業務費用 19,949,836

      人件費 6,903,149

        職員給与費 5,382,374

        賞与等引当金繰入額 432,588

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 1,088,187

      物件費等 12,246,091

        物件費 6,171,861

        維持補修費 714,758

        減価償却費 5,359,472

        その他 -

      その他の業務費用 800,595

        支払利息 449,828

        徴収不能引当金繰入額 33,727

        その他 317,041

    移転費用 30,262,509

      補助金等 10,137,542

      社会保障給付 15,098,717

      他会計への繰出金 4,359,712

      その他 666,538

  経常収益 1,602,643

    使用料及び手数料 771,072

    その他 831,570

純経常行政コスト 48,609,702

  臨時損失 523,817

    災害復旧事業費 51,330

    資産除売却損 472,486

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

純行政コスト 49,111,774

    その他 -

  臨時利益 21,744

    資産売却益 21,744



【様式第3号】

自治体名：うるま市

会計：一般会計等 （単位：千円）

科目名 合計 固定資産等形成分 余剰分(不足分)

前年度末純資産残高 131,260,143 181,318,230 -50,058,088

  純行政コスト（△） -49,111,774 -49,111,774

  財源 50,233,318 50,233,318

    税収等 29,231,100 29,231,100

    国県等補助金 21,002,218 21,002,218

  本年度差額 1,121,544 1,121,544

  固定資産等の変動（内部変動） 1,030,264 -1,030,264

    有形固定資産等の増加 6,376,666 -6,376,666

    有形固定資産等の減少 -6,085,154 6,085,154

    貸付金・基金等の増加 4,407,340 -4,407,340

    貸付金・基金等の減少 -3,668,587 3,668,587

  資産評価差額 -43,523 -43,523

  無償所管換等 -48,219 -48,219

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 1,029,802 938,522 91,280

本年度末純資産残高 132,289,944 182,256,752 -49,966,808

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



【様式第4号】

自治体名：うるま市

会計：一般会計等 （単位：千円）

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

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 44,712,179

    業務費用支出 14,449,670

      人件費支出 6,799,528

      物件費等支出 6,886,619

      支払利息支出 449,828

      その他の支出 313,696

    移転費用支出 30,262,509

      補助金等支出 10,137,542

      社会保障給付支出 15,098,717

      他会計への繰出支出 4,359,712

      その他の支出 666,538

  業務収入 48,732,447

    税収等収入 29,262,110

    国県等補助金収入 17,930,679

    使用料及び手数料収入 783,838

    その他の収入 755,820

  臨時支出 51,330

    災害復旧事業費支出 51,330

    その他の支出 -

  臨時収入 4,778

業務活動収支 3,973,715

【投資活動収支】

  投資活動支出 8,894,645

    公共施設等整備費支出 6,376,666

    基金積立金支出 2,517,979

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 5,078,185

    国県等補助金収入 3,066,761

    基金取崩収入 1,685,162

    貸付金元金回収収入 51,322

    資産売却収入 274,940

    その他の収入 -

投資活動収支 -3,816,459

【財務活動収支】

  財務活動支出 4,683,925

    地方債償還支出 4,607,148

    その他の支出 76,777

  財務活動収入 4,135,033

    地方債発行収入 4,135,033

前年度末歳計外現金残高 256,387

本年度歳計外現金増減額 4,425

本年度末歳計外現金残高 260,812

本年度末現金預金残高 2,318,535

    その他の収入 -

財務活動収支 -548,892

本年度資金収支額 -391,636

前年度末資金残高 2,449,358

本年度末資金残高 2,057,723


