
【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 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 228,048,087   固定負債 84,845,341

    有形固定資産 212,521,140     地方債等 55,048,617

      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 2,188,756

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 108,784,606     その他 27,607,968

        建物減価償却累計額 -50,077,510   流動負債 7,370,869

        工作物 5,386,458     １年内償還予定地方債等 5,970,424

        工作物減価償却累計額 -2,344,702     未払金 433,025

        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 562,495

        航空機 -     預り金 392,400

        航空機減価償却累計額 -     その他 12,525

        その他 - 負債合計 92,216,210

        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 234,662,999

      インフラ資産 127,038,661   余剰分（不足分） -83,978,022

        土地 35,781,294   他団体出資等分 -

        建物 2,236,722

        建物減価償却累計額 -895,256

        工作物 162,566,699

        工作物減価償却累計額 -73,382,752

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 731,953

      物品 8,185,646

      物品減価償却累計額 -3,760,223

    無形固定資産 2,513,984

      ソフトウェア 54,312

      その他 2,459,673

    投資その他の資産 13,012,962

      投資及び出資金 777,565

        有価証券 128,521

        出資金 638,974

        その他 10,070

      長期延滞債権 672,853

      長期貸付金 26,800

      基金 11,586,381

        減債基金 5,421,550

        その他 6,164,831

      その他 -

      徴収不能引当金 -50,638

  流動資産 14,853,100

    現金預金 7,225,968

    未収金 954,294

    短期貸付金 26,225

    基金 6,588,687

      財政調整基金 6,588,687

      減債基金 -

    棚卸資産 6,425

    その他 91,515

    徴収不能引当金 -40,013

  繰延資産 - 純資産合計 150,684,976

資産合計 242,901,187 負債及び純資産合計 242,901,187

連結貸借対照表
（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：全体会計 （単位：千円）

    資産売却益 55,785

    その他 925

純行政コスト 91,818,883

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 20,858

  臨時利益 56,710

  臨時損失 132,443

    災害復旧事業費 16,465

    資産除売却損 95,120

    使用料及び手数料 3,897,179

    その他 2,004,405

純経常行政コスト 91,743,151

      社会保障給付 15,941,887

      その他 1,810,291

  経常収益 5,901,584

        その他 811,974

    移転費用 68,406,299

      補助金等 50,654,122

      その他の業務費用 1,473,158

        支払利息 570,533

        徴収不能引当金繰入額 90,651

        維持補修費 1,413,726

        減価償却費 7,862,074

        その他 -

        その他 1,962,783

      物件費等 19,145,555

        物件費 9,869,756

        職員給与費 6,098,452

        賞与等引当金繰入額 558,487

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 97,644,735

    業務費用 29,238,436

      人件費 8,619,722

連結行政コスト計算書
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：全体会計 （単位：千円）

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 149,483,324 236,466,293 -86,982,968 -

  純行政コスト（△） -91,818,883 -91,818,883 -

  財源 91,564,340 91,564,340 -

    税収等 37,976,606 37,976,606 -

    国県等補助金 53,587,734 53,587,734 -

  本年度差額 -254,543 -254,543 -

  固定資産等の変動（内部変動） -3,258,508 3,258,508

    有形固定資産等の増加 4,743,552 -4,743,552

    有形固定資産等の減少 -7,988,946 7,988,946

    貸付金・基金等の増加 4,537,608 -4,537,608

    貸付金・基金等の減少 -4,550,723 4,550,723

  資産評価差額 -26,410 -26,410

  無償所管換等 1,491,624 1,491,624

  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 -9,019 -10,000 981

  本年度純資産変動額 1,201,652 -1,803,294 3,004,946 -

本年度末純資産残高 150,684,976 234,662,999 -83,978,022 -

連結純資産変動計算書
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：全体会計 （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 7,225,968

財務活動収支 -1,487,143

本年度資金収支額 955,505

前年度末資金残高 5,970,344

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 6,925,849

    地方債等償還支出 5,775,896

    その他の支出 62,456

  財務活動収入 4,351,209

    地方債等発行収入 4,327,530

    その他の収入 23,679

    資産売却収入 66,160

    その他の収入 198,619

投資活動収支 -2,374,430

【財務活動収支】

  財務活動支出 5,838,352

    その他の支出 -

  投資活動収入 5,504,201

    国県等補助金収入 2,128,946

    基金取崩収入 3,069,421

    貸付金元金回収収入 41,054

  投資活動支出 7,878,631

    公共施設等整備費支出 4,671,382

    基金積立金支出 3,207,249

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 -

    災害復旧事業費支出 16,465

    その他の支出 20,858

  臨時収入 925

業務活動収支 4,817,077

【投資活動収支】

    税収等収入 37,883,938

    国県等補助金収入 50,745,150

    使用料及び手数料収入 3,921,595

    その他の収入 1,944,581

  臨時支出 37,322

    移転費用支出 68,406,299

      補助金等支出 50,654,122

      社会保障給付支出 15,941,887

      その他の支出 1,810,291

  業務収入 94,495,264

    業務費用支出 21,235,490

      人件費支出 8,573,012

      物件費等支出 11,248,971

      支払利息支出 570,533

      その他の支出 842,974

連結資金収支計算書
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 89,641,790


