
【様式第1号】

自治体名：うるま市

会計：全体会計 （単位：千円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 194,980,153   固定負債 53,036,923

    有形固定資産 180,467,382     地方債等 45,860,023

      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 2,212,115

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 105,349,093     その他 4,964,785

        建物減価償却累計額 -47,417,498   流動負債 5,997,817

        工作物 4,927,320     １年内償還予定地方債等 4,861,052

        工作物減価償却累計額 -2,172,273     未払金 223,252

        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 505,020

        航空機 -     預り金 358,054

        航空機減価償却累計額 -     その他 50,440

        その他 - 負債合計 59,034,739

        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 200,271,586

      インフラ資産 98,176,944   余剰分（不足分） -52,049,518

        土地 34,875,132   他団体出資等分 -

        建物 1,710,668

        建物減価償却累計額 -877,649

        工作物 131,053,358

        工作物減価償却累計額 -69,284,815

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 700,250

      物品 5,737,992

      物品減価償却累計額 -3,057,812

    無形固定資産 129,806

      ソフトウェア 49,797

      その他 80,009

    投資その他の資産 14,382,965

      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

      長期延滞債権 800,192

      長期貸付金 53,025

      基金 12,772,030

        減債基金 6,069,624

        その他 6,702,405

      その他 -

      徴収不能引当金 -53,256

  流動資産 12,276,654

    現金預金 6,204,433

    未収金 808,358

    短期貸付金 26,222

    基金 5,265,211

      財政調整基金 5,265,211

      減債基金 -

    棚卸資産 7,611

    その他 6,300

    徴収不能引当金 -41,480

  繰延資産 - 純資産合計 148,222,068

資産合計 207,256,807 負債及び純資産合計 207,256,807

連結貸借対照表
（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：全体会計 （単位：千円）

    資産売却益 73,905

    その他 -

純行政コスト 72,781,054

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 140

  臨時利益 73,905

  臨時損失 413,666

    災害復旧事業費 10,530

    資産除売却損 402,996

    使用料及び手数料 3,265,877

    その他 1,861,091

純経常行政コスト 72,441,292

      社会保障給付 15,888,308

      その他 684,799

  経常収益 5,126,968

      他会計への繰出金 1,024,931

        その他 379,803

    移転費用 53,203,853

      補助金等 35,605,815

      その他の業務費用 894,858

        支払利息 420,319

        徴収不能引当金繰入額 94,736

        維持補修費 996,358

        減価償却費 6,101,473

        その他 137

        その他 1,393,456

      物件費等 15,772,493

        物件費 8,674,525

        職員給与費 5,790,745

        賞与等引当金繰入額 500,758

        退職手当引当金繰入額 12,098

  経常費用 77,568,261

    業務費用 24,364,407

      人件費 7,697,057

連結行政コスト計算書
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：全体会計 （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 142,179,044 195,734,879 -53,555,835 -

  純行政コスト（△） -72,781,054 -72,781,054 -

  財源 74,617,871 74,617,871 -

    税収等 37,150,551 37,150,551 -

    国県等補助金 37,467,320 37,467,320 -

  本年度差額 1,836,818 1,836,818 -

  固定資産等の変動（内部変動） 330,501 -330,501

    有形固定資産等の増加 7,671,456 -7,671,456

    有形固定資産等の減少 -6,542,726 6,542,726

    貸付金・基金等の増加 4,119,005 -4,119,005

    貸付金・基金等の減少 -4,917,234 4,917,234

  資産評価差額 5,519 5,519

  無償所管換等 4,200,687 4,200,687

  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 - - -

  本年度純資産変動額 6,043,023 4,536,706 1,506,317 -

本年度末純資産残高 148,222,068 200,271,586 -52,049,518 -

連結純資産変動計算書
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：全体会計 （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 6,204,433

      他会計への繰出支出 1,024,931

財務活動収支 -362,418

本年度資金収支額 978,758

前年度末資金残高 4,943,584

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 5,922,342

    地方債等償還支出 4,749,666

    その他の支出 89,100

  財務活動収入 4,476,347

    地方債等発行収入 4,463,731

    その他の収入 12,616

    資産売却収入 94,311

    その他の収入 675

投資活動収支 -4,070,940

【財務活動収支】

  財務活動支出 4,838,765

    その他の支出 -

  投資活動収入 6,210,618

    国県等補助金収入 2,815,800

    基金取崩収入 3,273,609

    貸付金元金回収収入 26,222

  投資活動支出 10,281,558

    公共施設等整備費支出 7,659,392

    基金積立金支出 2,622,166

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 -

    災害復旧事業費支出 10,530

    その他の支出 140

  臨時収入 -

業務活動収支 5,412,117

【投資活動収支】

    税収等収入 37,183,170

    国県等補助金収入 34,596,662

    使用料及び手数料収入 3,259,988

    その他の収入 1,645,418

  臨時支出 10,670

    移転費用支出 53,203,853

      補助金等支出 35,605,815

      社会保障給付支出 15,888,308

      その他の支出 684,799

  業務収入 76,685,239

    業務費用支出 18,058,598

      人件費支出 7,656,919

      物件費等支出 9,627,199

      支払利息支出 420,319

      その他の支出 354,161

連結資金収支計算書
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 71,262,452


