
【様式第1号】

自治体名：うるま市

会計：連結会計 （単位：千円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 202,375,458   固定負債 57,116,770

    有形固定資産 183,518,934     地方債等 46,302,502

      事業用資産 82,599,052     長期未払金 10,792

        土地 18,825,973     退職手当引当金 5,822,433

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 113,852,303     その他 4,981,043

        建物減価償却累計額 -54,098,367   流動負債 6,163,716

        工作物 5,870,597     １年内償還予定地方債等 4,892,503

        工作物減価償却累計額 -2,901,350     未払金 340,633

        船舶 -     未払費用 55

        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 513,557

        航空機 -     預り金 360,645

        航空機減価償却累計額 -     その他 56,323

        その他 - 負債合計 63,280,486

        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 208,084,693

      インフラ資産 98,176,944   余剰分（不足分） -55,759,903

        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 5,873,831

      物品減価償却累計額 -3,130,894

    無形固定資産 151,594

      ソフトウェア 71,584

      その他 80,009

    投資その他の資産 18,704,931

      投資及び出資金 475,339

        有価証券 154,960

        出資金 310,309

        その他 10,070

      長期延滞債権 808,032

      長期貸付金 53,803

      基金 17,421,267

        減債基金 6,069,624

        その他 11,351,643

      その他 -

      徴収不能引当金 -53,510

  流動資産 13,229,817

    現金預金 6,724,555

    未収金 824,323

    短期貸付金 26,222

    基金 5,683,013

      財政調整基金 5,683,013

      減債基金 -

    棚卸資産 7,611

    その他 6,300

    徴収不能引当金 -42,206

  繰延資産 - 純資産合計 152,324,789

資産合計 215,605,275 負債及び純資産合計 215,605,275

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：連結会計 （単位：千円）

    資産売却益 73,974

    その他 -

純行政コスト 81,216,682

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 140

  臨時利益 73,974

  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 3,307,651

    その他 1,963,049

純経常行政コスト 80,876,989

      社会保障給付 15,888,308

      その他 685,547

  経常収益 5,270,700

      他会計への繰出金 1,024,931

        その他 601,310

    移転費用 59,335,165

      補助金等 41,736,379

      その他の業務費用 1,118,985

        支払利息 421,959

        徴収不能引当金繰入額 95,716

        維持補修費 1,287,319

        減価償却費 6,247,861

        その他 137

        その他 1,411,180

      物件費等 17,025,783

        物件費 9,490,466

        職員給与費 6,278,325

        賞与等引当金繰入額 509,295

        退職手当引当金繰入額 468,956

  経常費用 86,147,689

    業務費用 26,812,524

      人件費 8,667,757

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：連結会計 （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 146,453,829 203,145,713 -56,691,884 -

  純行政コスト（△） -81,216,682 -81,216,682 -

  財源 82,923,455 82,923,455 -

    税収等 41,091,628 41,091,628 -

    国県等補助金 41,831,827 41,831,827 -

  本年度差額 1,706,774 1,706,774 -

  固定資産等の変動（内部変動） 859,743 -859,743

    有形固定資産等の増加 7,827,299 -7,827,299

    有形固定資産等の減少 -6,689,114 6,689,114

    貸付金・基金等の増加 4,801,837 -4,801,837

    貸付金・基金等の減少 -5,080,279 5,080,279

  資産評価差額 5,519 5,519

  無償所管換等 4,199,882 4,199,882

  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 -41,880 -126,165 84,285 -

  その他 665 - 665

  本年度純資産変動額 5,870,960 4,938,979 931,981 -

本年度末純資産残高 152,324,789 208,084,693 -55,759,903 -

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：連結会計 （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 262,120

本年度歳計外現金増減額 20,656

本年度末歳計外現金残高 282,776

本年度末現金預金残高 6,724,555

      他会計への繰出支出 1,024,931

財務活動収支 -259,801

本年度資金収支額 991,405

前年度末資金残高 5,466,869

比例連結割合変更に伴う差額 -16,495

本年度末資金残高 6,441,780

    地方債等償還支出 4,794,371

    その他の支出 97,953

  財務活動収入 4,632,523

    地方債等発行収入 4,618,001

    その他の収入 14,522

    資産売却収入 104,380

    その他の収入 675

投資活動収支 -4,591,922

【財務活動収支】

  財務活動支出 4,892,324

    その他の支出 -

  投資活動収入 6,373,732

    国県等補助金収入 2,815,800

    基金取崩収入 3,426,654

    貸付金元金回収収入 26,222

  投資活動支出 10,965,654

    公共施設等整備費支出 7,660,910

    基金積立金支出 3,304,744

    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 5,843,128

【投資活動収支】

    税収等収入 41,120,399

    国県等補助金収入 38,961,170

    使用料及び手数料収入 3,301,757

    その他の収入 1,745,807

  臨時支出 10,670

    移転費用支出 59,335,095

      補助金等支出 41,736,379

      社会保障給付支出 15,888,308

      その他の支出 685,477

  業務収入 85,129,133

    業務費用支出 19,940,239

      人件費支出 8,170,643

      物件費等支出 10,772,072

      支払利息支出 421,959

      その他の支出 575,565

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 79,275,334


