
【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 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 180,104,685   固定負債 45,815,796

    有形固定資産 167,421,891     地方債 43,696,097

      事業用資産 81,057,057     長期未払金 -

        土地 17,953,485     退職手当引当金 2,091,922

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 108,784,606     その他 27,777

        建物減価償却累計額 -50,077,510   流動負債 5,729,943

        工作物 5,386,458     １年内償還予定地方債 4,903,828

        工作物減価償却累計額 -2,344,702     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 509,534

        航空機 -     預り金 305,401

        航空機減価償却累計額 -     その他 11,180

        その他 - 負債合計 51,545,739

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 1,354,719   固定資産等形成分 185,951,771

      インフラ資産 84,391,618   余剰分（不足分） -47,559,096

        土地 35,012,140

        建物 653,270

        建物減価償却累計額 -398,242

        工作物 109,476,969

        工作物減価償却累計額 -60,879,984

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 527,464

      物品 4,605,038

      物品減価償却累計額 -2,631,821

    無形固定資産 33,471

      ソフトウェア 33,471

      その他 -

    投資その他の資産 12,649,323

      投資及び出資金 774,565

        有価証券 128,521

        出資金 635,974

        その他 10,070

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 224,265

      長期貸付金 429,795

      基金 11,233,106

        減債基金 5,421,550

        その他 5,811,556

      その他 -

      徴収不能引当金 -12,408

  流動資産 9,833,728

    現金預金 3,667,332

    未収金 341,070

    短期貸付金 58,398

    基金 5,788,687

      財政調整基金 5,788,687

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -21,759 純資産合計 138,392,675

資産合計 189,938,413 負債及び純資産合計 189,938,413

貸借対照表
（令和3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）

    その他 -

純行政コスト 68,395,376

    その他 -

  臨時利益 55,785

    資産売却益 55,785

    資産除売却損 95,087

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

純経常行政コスト 68,339,609

  臨時損失 111,552

    災害復旧事業費 16,465

  経常収益 2,468,330

    使用料及び手数料 679,665

    その他 1,788,665

      社会保障給付 15,936,552

      他会計への繰出金 3,530,445

      その他 1,810,001

        その他 631,821

    移転費用 47,489,987

      補助金等 26,212,989

      その他の業務費用 1,007,270

        支払利息 341,282

        徴収不能引当金繰入額 34,167

        維持補修費 1,139,872

        減価償却費 6,026,937

        その他 -

        その他 1,693,044

      物件費等 14,563,603

        物件費 7,396,794

        職員給与費 5,544,501

        賞与等引当金繰入額 509,534

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 70,807,939

    業務費用 23,317,952

      人件費 7,747,080

行政コスト計算書
自　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日

科目 金額



【様式第3号】

自治体名：うるま市

会計：一般会計等 （単位：千円）

固定資産 
等形成分

余剰分 
(不足分)

前年度末純資産残高 137,774,273 186,646,467 -48,872,194

  純行政コスト（△） -68,395,376 -68,395,376

  財源 67,611,314 67,611,314

    税収等 29,970,227 29,970,227

    国県等補助金 37,641,087 37,641,087

  本年度差額 -784,062 -784,062

  固定資産等の変動（内部変動） -2,097,160 2,097,160

    有形固定資産等の増加 4,128,636 -4,128,636

    有形固定資産等の減少 -6,132,363 6,132,363

    貸付金・基金等の増加 3,907,157 -3,907,157

    貸付金・基金等の減少 -4,000,589 4,000,589

  資産評価差額 -26,410 -26,410

  無償所管換等 1,438,873 1,438,873

  その他 -10,000 -10,000 -

  本年度純資産変動額 618,401 -694,696 1,313,098

本年度末純資産残高 138,392,675 185,951,771 -47,559,096

純資産変動計算書
自　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日

科目 合計



【様式第4号】

自治体名：うるま市

会計：一般会計等 （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 282,091

本年度歳計外現金増減額 18,028

本年度末歳計外現金残高 300,118

本年度末現金預金残高 3,667,332

    その他の収入 5,282

財務活動収支 -797,100

本年度資金収支額 539,979

前年度末資金残高 2,827,235

本年度末資金残高 3,367,214

  財務活動支出 4,753,812

    地方債償還支出 4,699,895

    その他の支出 53,917

  財務活動収入 3,956,712

    地方債発行収入 3,951,430

    貸付金元金回収収入 41,054

    資産売却収入 66,124

    その他の収入 -

投資活動収支 -2,025,110

【財務活動収支】

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 4,939,135

    国県等補助金収入 1,976,167

    基金取崩収入 2,855,790

【投資活動収支】

  投資活動支出 6,964,245

    公共施設等整備費支出 4,128,636

    基金積立金支出 2,835,610

    投資及び出資金支出 -

  臨時支出 16,465

    災害復旧事業費支出 16,465

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 3,362,189

  業務収入 68,072,109

    税収等収入 30,001,093

    国県等補助金収入 35,664,920

    使用料及び手数料収入 682,100

    その他の収入 1,723,996

    移転費用支出 47,489,987

      補助金等支出 26,212,989

      社会保障給付支出 15,936,552

      他会計への繰出支出 3,530,445

      その他の支出 1,810,001

    業務費用支出 17,203,468

      人件費支出 7,699,239

      物件費等支出 8,536,666

      支払利息支出 341,282

      その他の支出 626,281

資金収支計算書
自　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日

科目 金額

【業務活動収支】

  業務支出 64,693,455


