
【様式第1号】

自治体名：うるま市

会計：全体会計 （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 190,228,617   固定負債 53,715,619

    有形固定資産 175,153,563     地方債等 46,257,443

      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 2,401,854

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 101,275,968     その他 5,056,322

        建物減価償却累計額 -46,266,650   流動負債 5,847,331

        工作物 4,590,592     １年内償還予定地方債等 4,749,567

        工作物減価償却累計額 -2,015,922     未払金 218,191

        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 477,249

        航空機 -     預り金 335,002

        航空機減価償却累計額 -     その他 67,322

        その他 - 負債合計 59,562,950

        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 195,734,879

      インフラ資産 102,835,423   余剰分（不足分） -53,555,835

        土地 37,822,054   他団体出資等分 -

        建物 1,663,553

        建物減価償却累計額 -845,027

        工作物 130,734,498

        工作物減価償却累計額 -66,929,257

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 389,601

      物品 4,030,187

      物品減価償却累計額 -2,802,685

    無形固定資産 114,208

      ソフトウェア 32,438

      その他 81,769

    投資その他の資産 14,960,846

      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 -1

      長期延滞債権 923,688

      長期貸付金 79,247

      基金 13,208,643

        減債基金 6,048,143

        その他 7,160,500

      その他 -

      徴収不能引当金 -56,187

  流動資産 11,513,378

    現金預金 5,204,396

    未収金 831,151

    短期貸付金 26,222

    基金 5,480,041

      財政調整基金 5,480,041

      減債基金 -

    棚卸資産 6,999

    その他 4,747

    徴収不能引当金 -40,178

  繰延資産 - 純資産合計 142,179,044

資産合計 201,741,995 負債及び純資産合計 201,741,995

全体貸借対照表
（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：全体会計 （単位：千円）

全体行政コスト計算書
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 75,362,190

    業務費用 24,069,015

      人件費 7,646,585

        職員給与費 5,855,251

        賞与等引当金繰入額 472,719

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 1,318,616

      物件費等 15,106,808

        物件費 8,204,373

        維持補修費 969,408

        減価償却費 5,933,027

        その他 -

      その他の業務費用 1,315,622

        支払利息 488,194

        徴収不能引当金繰入額 96,087

        その他 731,342

    移転費用 51,293,175

      補助金等 34,526,724

      社会保障給付 15,102,567

      その他 666,841

  経常収益 4,280,134

      他会計への繰出金 997,043

    使用料及び手数料 3,262,532

    その他 1,017,601

純経常行政コスト 71,082,056

  臨時損失 540,190

    災害復旧事業費 51,330

    資産除売却損 488,835

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 25

  臨時利益 21,770

    資産売却益 21,759

    その他 11

純行政コスト 71,600,477



【様式第3号】

自治体名：うるま市

会計：全体会計 （単位：千円）

科目名 合計 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 140,828,767 194,988,963 -54,160,196 -

  純行政コスト（△） -71,600,477 -71,600,477 -

  財源 72,991,426 72,991,426 -

    税収等 36,636,742 36,636,742 -

    国県等補助金 36,354,685 36,354,685 -

  本年度差額 1,390,950 1,390,950 -

  固定資産等の変動（内部変動） 1,287,659 -1,287,659

    有形固定資産等の増加 6,912,354 -6,912,354

    有形固定資産等の減少 -6,673,147 6,673,147

    貸付金・基金等の増加 5,815,203 -5,815,203

    貸付金・基金等の減少 -4,766,752 4,766,752

  資産評価差額 -43,523 -43,523

  無償所管換等 -48,219 -48,219

  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 - - - -

  その他 51,070 - 51,070

  本年度純資産変動額 1,350,277 1,195,916 154,361 -

本年度末純資産残高 142,179,044 196,184,879 -54,005,835 -

全体純資産変動計算書
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：全体会計 （単位：千円）

全体資金収支計算書
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 69,235,129

    業務費用支出 17,941,955

      人件費支出 7,541,067

      物件費等支出 9,192,339

      支払利息支出 488,194

      その他の支出 720,355

    移転費用支出 51,293,175

      補助金等支出 34,526,724

      社会保障給付支出 15,102,567

      その他の支出 666,841

  業務収入 74,043,156

    税収等収入 36,694,843

    国県等補助金収入 33,093,940

    使用料及び手数料収入 3,289,257

    その他の収入 965,116

  臨時支出 51,355

    災害復旧事業費支出 51,330

    その他の支出 25

  臨時収入 4,804

業務活動収支 4,761,476

【投資活動収支】

  投資活動支出 9,894,050

    公共施設等整備費支出 6,866,225

    基金積立金支出 3,027,825

    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 5,336,332

    国県等補助金収入 3,227,872

    基金取崩収入 1,753,103

    貸付金元金回収収入 51,322

  財務活動収入 4,135,033

    地方債等発行収入 4,135,033

    その他の収入 -

    資産売却収入 274,940

    その他の収入 29,095

投資活動収支 -4,557,718

【財務活動収支】

  財務活動支出 4,834,811

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 5,204,396

      他会計への繰出支出 997,043

財務活動収支 -699,778

本年度資金収支額 -496,020

前年度末資金残高 5,439,604

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 4,943,584

    地方債等償還支出 4,757,725

    その他の支出 77,086


