
【様式第1号】

自治体名：うるま市

会計：連結会計 （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 197,298,833   固定負債 57,318,032

    有形固定資産 178,182,079     地方債等 46,578,825

      事業用資産 74,044,393     長期未払金 -

        土地 11,443,071     退職手当引当金 5,647,572

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 109,695,318     その他 5,091,636

        建物減価償却累計額 -52,744,502   流動負債 5,910,449

        工作物 4,957,685     １年内償還予定地方債等 4,794,513

        工作物減価償却累計額 -2,172,474     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 484,780

        航空機 -     預り金 338,268

        航空機減価償却累計額 -     その他 74,697

        その他 - 負債合計 63,228,481

        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 203,065,864

      インフラ資産 102,835,423   余剰分（不足分） -56,689,483

        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 4,166,242

      物品減価償却累計額 -2,863,979

    無形固定資産 142,522

      ソフトウェア 60,753

      その他 81,769

    投資その他の資産 18,974,231

      投資及び出資金 469,820

        有価証券 149,441

        出資金 310,309

        その他 10,070

      長期延滞債権 931,629

      長期貸付金 80,025

      基金 17,539,264

        減債基金 6,048,143

        その他 11,491,121

      その他 10,000

      徴収不能引当金 -56,507

  流動資産 12,306,029

    現金預金 5,723,176

    未収金 844,917

    短期貸付金 26,222

    基金 5,740,809

      財政調整基金 5,740,809

      減債基金 -

    棚卸資産 6,999

    その他 4,747

    徴収不能引当金 -40,841

  繰延資産 - 純資産合計 146,376,381

資産合計 209,604,862 負債及び純資産合計 209,604,862

連結貸借対照表
（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：連結会計 （単位：千円）

連結行政コスト計算書
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 85,122,265

    業務費用 26,893,933

      人件費 8,542,443

        職員給与費 6,481,945

        賞与等引当金繰入額 480,249

        退職手当引当金繰入額 245,608

        その他 1,334,641

      物件費等 16,810,408

        物件費 8,990,450

        維持補修費 1,228,667

        減価償却費 6,421,603

        その他 169,688

      その他の業務費用 1,541,082

        支払利息 491,650

        徴収不能引当金繰入額 97,070

        その他 952,361

    移転費用 58,228,332

      補助金等 41,460,748

      社会保障給付 15,102,567

      その他 667,721

  経常収益 4,569,940

      他会計への繰出金 997,296

    使用料及び手数料 3,272,931

    その他 1,297,010

純経常行政コスト 80,552,325

  臨時損失 540,379

    災害復旧事業費 51,330

    資産除売却損 489,024

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 25

  臨時利益 21,824

    資産売却益 21,802

    その他 23

純行政コスト 81,070,880



【様式第3号】

自治体名：うるま市

会計：連結会計 （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 145,110,853 202,157,091 -57,046,238 -

  純行政コスト（△） -81,070,880 -81,070,880 -

  財源 82,039,426 82,039,426 -

    税収等 41,193,722 41,193,722 -

    国県等補助金 40,845,705 40,845,705 -

  本年度差額 968,547 968,547 -

  固定資産等の変動（内部変動） 929,918 -929,918

    有形固定資産等の増加 6,941,145 -6,941,145

    有形固定資産等の減少 -7,162,103 7,162,103

    貸付金・基金等の増加 6,421,879 -6,421,879

    貸付金・基金等の減少 -5,271,004 5,271,004

  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 1,958 184,903 -182,945 -

  その他 386,765 335,695 51,070

  本年度純資産変動額 1,265,527 1,358,773 -93,246 -

本年度末純資産残高 146,376,381 203,515,864 -57,139,483 -

連結純資産変動計算書
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：連結会計 （単位：千円）

連結資金収支計算書
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 78,090,657

    業務費用支出 19,862,325

      人件費支出 8,190,879

      物件費等支出 10,237,675

      支払利息支出 492,395

      その他の支出 941,375

    移転費用支出 58,228,332

      補助金等支出 41,460,748

      社会保障給付支出 15,102,567

      その他の支出 667,721

  業務収入 83,383,766

    税収等収入 41,255,928

    国県等補助金収入 37,584,960

    使用料及び手数料収入 3,299,655

    その他の収入 1,243,223

  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 5,246,558

【投資活動収支】

  投資活動支出 10,500,720

    公共施設等整備費支出 6,866,279

    基金積立金支出 3,634,441

    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 5,840,783

    国県等補助金収入 3,227,872

    基金取崩収入 2,257,320

    貸付金元金回収収入 51,322

  財務活動収入 4,136,992

    地方債等発行収入 4,135,033

    その他の収入 1,959

    資産売却収入 275,174

    その他の収入 29,095

投資活動収支 -4,659,938

【財務活動収支】

  財務活動支出 5,158,205

前年度末歳計外現金残高 257,224

本年度歳計外現金増減額 4,895

本年度末歳計外現金残高 262,119

本年度末現金預金残高 5,723,176

      他会計への繰出支出 997,296

財務活動収支 -1,021,213

本年度資金収支額 -434,594

前年度末資金残高 5,888,621

比例連結割合変更に伴う差額 7,029

本年度末資金残高 5,461,057

    地方債等償還支出 5,076,314

    その他の支出 81,891


