
【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 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 235,779,559   固定負債 89,361,926

    有形固定資産 215,406,558     地方債等 55,421,220

      事業用資産 83,892,697     長期未払金 9,750

        土地 18,875,647     退職手当引当金 6,312,069

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 117,308,618     その他 27,618,887

        建物減価償却累計額 -56,887,379   流動負債 7,428,470

        工作物 6,328,368     １年内償還予定地方債等 6,008,277

        工作物減価償却累計額 -3,087,277     未払金 435,815

        船舶 -     未払費用 543

        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 570,992

        航空機 -     預り金 394,230

        航空機減価償却累計額 -     その他 18,612

        その他 - 負債合計 96,790,395

        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 242,872,056

      インフラ資産 127,038,661   余剰分（不足分） -87,781,067

        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 8,321,526

      物品減価償却累計額 -3,846,325

    無形固定資産 2,531,115

      ソフトウェア 71,442

      その他 2,459,673

    投資その他の資産 17,841,886

      投資及び出資金 441,929

        有価証券 128,550

        出資金 303,309

        その他 10,070

      長期延滞債権 677,478

      長期貸付金 27,578

      基金 16,745,575

        減債基金 5,421,550

        その他 11,324,024

      その他 -

      徴収不能引当金 -50,674

  流動資産 16,101,825

    現金預金 7,995,832

    未収金 955,601

    短期貸付金 26,225

    基金 7,066,271

      財政調整基金 7,066,271

      減債基金 -

    棚卸資産 6,425

    その他 91,515

    徴収不能引当金 -40,045

  繰延資産 - 純資産合計 155,090,989

資産合計 251,881,384 負債及び純資産合計 251,881,384

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：連結会計 （単位：千円）

    資産売却益 55,785

    その他 925

純行政コスト 100,614,195

    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 3,926,988

    その他 2,148,997

純経常行政コスト 100,538,462

      社会保障給付 15,941,887

      その他 1,810,889

  経常収益 6,075,986

        その他 1,000,402

    移転費用 74,936,477

      補助金等 57,183,701

      その他の業務費用 1,662,889

        支払利息 571,769

        徴収不能引当金繰入額 90,719

        維持補修費 1,700,856

        減価償却費 8,008,985

        その他 53,395

        その他 1,980,570

      物件費等 20,586,233

        物件費 10,822,996

        職員給与費 6,630,006

        賞与等引当金繰入額 566,984

        退職手当引当金繰入額 251,288

  経常費用 106,614,448

    業務費用 31,677,971

      人件費 9,428,849

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：連結会計 （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 153,586,046 244,279,400 -90,693,354 -

  純行政コスト（△） -100,614,195 -100,614,195 -

  財源 100,630,136 100,630,136 -

    税収等 42,480,119 42,480,119 -

    国県等補助金 58,150,017 58,150,017 -

  本年度差額 15,941 15,941 -

  固定資産等の変動（内部変動） -3,142,527 3,142,527

    有形固定資産等の増加 4,764,690 -4,764,690

    有形固定資産等の減少 -8,189,255 8,189,255

    貸付金・基金等の増加 4,979,425 -4,979,425

    貸付金・基金等の減少 -4,697,387 4,697,387

  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 32,806 279,969 -247,162 -

  その他 -9,019 -10,000 981

  本年度純資産変動額 1,504,943 -1,407,344 2,912,287 -

本年度末純資産残高 155,090,989 242,872,056 -87,781,067 -

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：連結会計 （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 282,776

本年度歳計外現金増減額 19,172

本年度末歳計外現金残高 301,947

本年度末現金預金残高 7,995,832

財務活動収支 -1,560,654

本年度資金収支額 1,187,840

前年度末資金残高 6,489,782

比例連結割合変更に伴う差額 16,263

本年度末資金残高 7,693,885

    地方債等償還支出 5,860,577

    その他の支出 71,691

  財務活動収入 4,371,614

    地方債等発行収入 4,347,934

    その他の収入 23,680

    資産売却収入 76,160

    その他の収入 198,619

投資活動収支 -2,672,947

【財務活動収支】

  財務活動支出 5,932,268

    その他の支出 -

  投資活動収入 5,647,271

    国県等補助金収入 2,128,946

    基金取崩収入 3,202,490

    貸付金元金回収収入 41,054

  投資活動支出 8,320,217

    公共施設等整備費支出 4,671,382

    基金積立金支出 3,638,835

    投資及び出資金支出 10,000

    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 5,421,441

【投資活動収支】

    税収等収入 42,407,335

    国県等補助金収入 55,307,433

    使用料及び手数料収入 3,951,408

    その他の収入 2,086,807

  臨時支出 37,322

    移転費用支出 74,936,407

      補助金等支出 57,183,701

      社会保障給付支出 15,941,887

      その他の支出 1,810,819

  業務収入 103,752,983

    業務費用支出 23,358,739

      人件費支出 9,130,913

      物件費等支出 12,624,341

      支払利息支出 572,012

      その他の支出 1,031,472

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 98,295,145


