
【様式第1号】

自治体名：うるま市

会計：一般会計等 （単位：千円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 182,040,202   固定負債 46,791,714

    有形固定資産 167,982,509     地方債 44,648,495

      事業用資産 79,610,257     長期未払金 -

        土地 17,873,720     退職手当引当金 2,104,262

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 105,349,093     その他 38,957

        建物減価償却累計額 -47,417,498   流動負債 5,497,596

        工作物 4,927,320     １年内償還予定地方債 4,699,895

        工作物減価償却累計額 -2,172,273     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 461,693

        航空機 -     預り金 286,168

        航空機減価償却累計額 -     その他 49,840

        その他 - 負債合計 52,289,310

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 1,049,896   固定資産等形成分 186,646,467

      インフラ資産 86,076,039   余剰分（不足分） -48,872,194

        土地 34,650,354

        建物 653,270

        建物減価償却累計額 -385,561

        工作物 108,740,711

        工作物減価償却累計額 -58,183,851

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 601,116

      物品 4,441,522

      物品減価償却累計額 -2,145,309

    無形固定資産 37,708

      ソフトウェア 37,708

      その他 -

    投資その他の資産 14,019,985

      投資及び出資金 810,974

        有価証券 154,930

        出資金 645,974

        その他 10,070

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 257,046

      長期貸付金 488,193

      基金 12,476,762

        減債基金 6,069,624

        その他 6,407,138

      その他 -

      徴収不能引当金 -12,990

  流動資産 8,023,381

    現金預金 3,109,325

    未収金 328,975

    短期貸付金 41,054

    基金 4,565,211

      財政調整基金 4,565,211

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -21,184 純資産合計 137,774,273

資産合計 190,063,583 負債及び純資産合計 190,063,583

貸借対照表
（令和2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 49,991,300

    その他 -

  臨時利益 73,870

    資産売却益 73,870

    資産除売却損 402,996

    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 49,651,644

  臨時損失 413,526

    災害復旧事業費 10,530

  経常収益 2,434,397

    使用料及び手数料 732,794

    その他 1,701,604

      社会保障給付 15,883,524

      他会計への繰出金 4,456,613

      その他 684,695

        その他 216,453

    移転費用 31,628,580

      補助金等 10,603,749

      その他の業務費用 636,559

        支払利息 385,932

        徴収不能引当金繰入額 34,174

        維持補修費 788,826

        減価償却費 5,532,477

        その他 -

        その他 1,142,284

      物件費等 12,859,414

        物件費 6,538,110

        職員給与費 5,357,511

        賞与等引当金繰入額 461,693

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 52,086,041

    業務費用 20,457,462

      人件費 6,961,488

行政コスト計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2年3月31日

科目名 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）

科目名 合計 固定資産等形成分 余剰分(不足分)

前年度末純資産残高 132,289,944 182,256,752 -49,966,808

  純行政コスト（△） -49,991,300 -49,991,300

  財源 51,309,056 51,309,056

    税収等 29,422,115 29,422,115

    国県等補助金 21,886,941 21,886,941

  本年度差額 1,317,756 1,317,756

  固定資産等の変動（内部変動） 223,142 -223,142

    有形固定資産等の増加 7,273,665 -7,273,665

    有形固定資産等の減少 -5,955,914 5,955,914

    貸付金・基金等の増加 2,789,012 -2,789,012

    貸付金・基金等の減少 -3,883,621 3,883,621

  資産評価差額 5,519 5,519

  無償所管換等 4,161,054 4,161,054

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 5,484,329 4,389,715 1,094,614

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

純資産変動計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2年3月31日



【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 260,812

本年度歳計外現金増減額 21,278

本年度末歳計外現金残高 282,091

本年度末現金預金残高 3,109,325

    その他の収入 4,078

財務活動収支 -217,948

本年度資金収支額 769,512

前年度末資金残高 2,057,723

本年度末資金残高 2,827,235

  財務活動支出 4,685,757

    地方債償還支出 4,606,979

    その他の支出 78,778

  財務活動収入 4,467,809

    地方債発行収入 4,463,731

    貸付金元金回収収入 26,222

    資産売却収入 94,311

    その他の収入 -

投資活動収支 -3,395,396

【財務活動収支】

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 5,942,843

    国県等補助金収入 2,683,502

    基金取崩収入 3,138,807

【投資活動収支】

  投資活動支出 9,338,239

    公共施設等整備費支出 7,219,459

    基金積立金支出 2,118,780

    投資及び出資金支出 -

  臨時支出 10,530

    災害復旧事業費支出 10,530

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 4,382,857

  業務収入 50,870,175

    税収等収入 29,455,592

    国県等補助金収入 19,203,439

    使用料及び手数料収入 735,986

    その他の収入 1,475,157

    移転費用支出 31,628,580

      補助金等支出 10,603,749

      社会保障給付支出 15,883,524

      他会計への繰出支出 4,456,613

      その他の支出 684,695

    業務費用支出 14,848,209

      人件費支出 6,932,383

      物件費等支出 7,326,937

      支払利息支出 385,932

      その他の支出 202,956

資金収支計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 46,476,788


