
【様式第1号】

自治体名：黒部市

会計：一般会計等 （単位：円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 109,310,508,218   固定負債 31,907,070,955

    有形固定資産 93,792,109,044     地方債 28,163,310,235

      事業用資産 43,955,137,257     長期未払金 -

        土地 11,199,289,187     退職手当引当金 2,809,784,710

        立木竹 411,953,600     損失補償等引当金 782,399,000

        建物 66,925,271,083     その他 151,577,010

        建物減価償却累計額 -36,908,338,648   流動負債 2,765,891,244

        工作物 11,925,286,558     １年内償還予定地方債 2,350,346,388

        工作物減価償却累計額 -9,776,684,619     未払金 123,557

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 -

        浮標等 1,107,151     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -332,145     賞与等引当金 191,944,147

        航空機 -     預り金 167,472,002

        航空機減価償却累計額 -     その他 56,005,150

        その他 420,500,702 負債合計 34,672,962,199

        その他減価償却累計額 -345,851,012 【純資産の部】

        建設仮勘定 102,935,400   固定資産等形成分 111,076,035,710

      インフラ資産 49,296,785,610   余剰分（不足分） -32,905,564,837

        土地 15,886,892,564

        建物 840,494,330

        建物減価償却累計額 -587,048,169

        工作物 78,320,902,980

        工作物減価償却累計額 -46,310,296,479

        その他 137,583,800

        その他減価償却累計額 -117,127,072

        建設仮勘定 1,125,383,656

      物品 4,359,954,497

      物品減価償却累計額 -3,819,768,320

    無形固定資産 151,369,951

      ソフトウェア 147,963,871

      その他 3,406,080

    投資その他の資産 15,367,029,223

      投資及び出資金 13,323,416,145

        有価証券 31,852,576

        出資金 13,069,680,725

        その他 221,882,844

      投資損失引当金 -40,500,000

      長期延滞債権 119,214,706

      長期貸付金 106,944,000

      基金 1,867,855,391

        減債基金 336,975,550

        その他 1,530,879,841

      その他 -

      徴収不能引当金 -9,901,019

  流動資産 3,532,924,854

    現金預金 1,052,010,437

    未収金 716,019,674

    短期貸付金 19,008,000

    基金 1,746,519,492

      財政調整基金 1,546,519,492

      減債基金 200,000,000

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -632,749 純資産合計 78,170,470,873

資産合計 112,843,433,072 負債及び純資産合計 112,843,433,072

貸借対照表
（令和2年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：黒部市

会計：一般会計等 （単位：円）

    その他 -

純行政コスト 17,580,296,500

    その他 139,395

  臨時利益 1,484,770

    資産売却益 1,484,770

    資産除売却損 9,404,651

    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 17,536,198,444

  臨時損失 45,582,826

    災害復旧事業費 36,038,780

  経常収益 691,578,811

    使用料及び手数料 240,847,970

    その他 450,730,841

      社会保障給付 2,015,483,452

      他会計への繰出金 880,619,233

      その他 218,351,404

        その他 47,057,875

    移転費用 8,065,239,370

      補助金等 4,950,785,281

      その他の業務費用 194,301,665

        支払利息 136,710,022

        徴収不能引当金繰入額 10,533,768

        維持補修費 12,088,551

        減価償却費 3,651,357,880

        その他 -

        その他 134,131,175

      物件費等 7,498,279,254

        物件費 3,834,832,823

        職員給与費 2,212,189,609

        賞与等引当金繰入額 191,944,147

        退職手当引当金繰入額 -68,307,965

  経常費用 18,227,777,255

    業務費用 10,162,537,885

      人件費 2,469,956,966

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 金額



【様式第3号】

自治体名：黒部市

会計：一般会計等 （単位：円）

固定資産 余剰分

前年度末純資産残高 79,766,109,837 113,930,403,580 -34,164,293,743

  純行政コスト（△） -17,580,296,500 -17,580,296,500

  財源 17,220,062,063 17,220,062,063

    税収等 13,715,642,893 13,715,642,893

    国県等補助金 3,504,419,170 3,504,419,170

  本年度差額 -360,234,437 -360,234,437

  固定資産等の変動（内部変動） -1,618,963,343 1,618,963,343

    有形固定資産等の増加 1,943,356,583 -1,943,356,583

    有形固定資産等の減少 -3,660,762,532 3,660,762,532

    貸付金・基金等の増加 898,986,287 -898,986,287

    貸付金・基金等の減少 -800,543,681 800,543,681

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -1,235,404,527 -1,235,404,527

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -1,595,638,964 -2,854,367,870 1,258,728,906

本年度末純資産残高 78,170,470,873 111,076,035,710 -32,905,564,837

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

科目 合計



【様式第4号】

自治体名：黒部市

会計：一般会計等 （単位：円）

前年度末歳計外現金残高 177,309,942

本年度歳計外現金増減額 -9,837,940

本年度末歳計外現金残高 167,472,002

本年度末現金預金残高 1,052,010,437

    その他の収入 -

財務活動収支 -391,876,310

本年度資金収支額 119,210,066

前年度末資金残高 765,328,369

本年度末資金残高 884,538,435

  財務活動支出 2,296,202,310

    地方債償還支出 2,242,461,463

    その他の支出 53,740,847

  財務活動収入 1,904,326,000

    地方債発行収入 1,904,326,000

    貸付金元金回収収入 357,016,000

    資産売却収入 1,484,771

    その他の収入 -

投資活動収支 -1,266,284,521

【財務活動収支】

    貸付金支出 360,760,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,513,384,927

    国県等補助金収入 711,495,870

    基金取崩収入 443,388,286

【投資活動収支】

  投資活動支出 2,779,669,448

    公共施設等整備費支出 1,883,135,543

    基金積立金支出 63,696,905

    投資及び出資金支出 472,077,000

  臨時支出 36,038,780

    災害復旧事業費支出 36,038,780

    その他の支出 -

  臨時収入 22,831,000

業務活動収支 1,777,370,897

  業務収入 16,807,249,863

    税収等収入 13,703,956,613

    国県等補助金収入 2,421,452,990

    使用料及び手数料収入 244,210,489

    その他の収入 437,629,771

    移転費用支出 8,065,239,370

      補助金等支出 4,950,785,281

      社会保障給付支出 2,015,483,452

      他会計への繰出支出 880,619,233

      その他の支出 218,351,404

    業務費用支出 6,951,431,816

      人件費支出 2,536,290,894

      物件費等支出 4,231,365,374

      支払利息支出 136,710,022

      その他の支出 47,065,526

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 金額

【業務活動収支】

  業務支出 15,016,671,186


