
【様式第1号】

自治体名：黒部市

会計：全体会計 （単位：円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 147,068,805,157   固定負債 69,599,581,136

    有形固定資産 143,516,714,552     地方債等 51,761,022,936

      事業用資産 57,350,410,304     長期未払金 32,880,200

        土地 12,799,186,789     退職手当引当金 2,809,784,710

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 782,399,000

        立木竹 411,953,600     その他 14,213,494,290

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 7,779,629,557

        建物 77,843,665,362     １年内償還予定地方債等 5,315,799,927

        建物減価償却累計額 -40,435,860,995     未払金 1,629,343,235

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 12,556,132,140     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -9,819,984,974     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 553,051,905

        船舶 -     預り金 167,472,002

        船舶減価償却累計額 -     その他 113,962,488

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 77,379,210,693

        浮標等 1,107,151 【純資産の部】

        浮標等減価償却累計額 -332,145   固定資産等形成分 149,074,450,492

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -70,267,737,930

        航空機 -   他団体出資等分 -

        航空機減価償却累計額 -

        航空機減損損失累計額 -

        その他 7,223,696,783

        その他減価償却累計額 -3,332,088,807

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 102,935,400

      インフラ資産 81,075,112,201

        土地 16,885,707,544

        土地減損損失累計額 -

        建物 3,480,710,181

        建物減価償却累計額 -1,371,267,810

        建物減損損失累計額 -

        工作物 117,140,094,499

        工作物減価償却累計額 -56,431,006,924

        工作物減損損失累計額 -

        その他 168,293,127

        その他減価償却累計額 -122,173,512

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 1,324,755,096

      物品 19,816,584,881

      物品減価償却累計額 -14,725,392,834

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 161,184,735

      ソフトウェア 157,778,655

      その他 3,406,080

    投資その他の資産 3,390,905,870

      投資及び出資金 772,697,213

        有価証券 31,852,576

        出資金 518,961,793

        その他 221,882,844

      長期延滞債権 176,213,672

      長期貸付金 107,280,000

      基金 2,041,886,817

        減債基金 336,975,550

        その他 1,704,911,267

      その他 348,816,367

      徴収不能引当金 -15,488,199

  流動資産 9,117,118,098

    現金預金 4,061,307,934

    未収金 2,682,458,805

    短期貸付金 19,008,000

    基金 1,986,637,335

      財政調整基金 1,786,637,335

      減債基金 200,000,000

    棚卸資産 374,001,122

    その他 -

    徴収不能引当金 -6,295,098

  繰延資産 - 純資産合計 78,806,712,562

資産合計 156,185,923,255 負債及び純資産合計 156,185,923,255

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：黒部市

会計：全体会計 （単位：円）

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 金額

  経常費用 34,988,920,176

    業務費用 24,562,159,707

      人件費 8,263,278,885

        職員給与費 5,941,454,653

        賞与等引当金繰入額 544,772,871

        退職手当引当金繰入額 -68,307,965

        その他 1,845,359,326

      物件費等 15,131,076,890

        物件費 8,937,219,823

        維持補修費 153,796,325

        減価償却費 6,040,060,742

        その他 -

      その他の業務費用 1,167,803,932

        支払利息 543,000,264

        徴収不能引当金繰入額 18,097,518

        その他 606,706,150

    移転費用 10,426,760,469

      補助金等 8,178,570,708

      社会保障給付 2,015,483,452

      その他 232,706,309

  経常収益 12,923,610,538

    使用料及び手数料 10,983,834,621

    その他 1,939,775,917

純経常行政コスト 22,065,309,638

  臨時損失 67,866,033

    災害復旧事業費 36,038,780

    資産除売却損 30,794,903

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 1,032,350

  臨時利益 1,484,770

    資産売却益 1,484,770

    その他 -

純行政コスト 22,131,690,901



【様式第3号】

自治体名：黒部市

会計：全体会計 （単位：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 80,579,782,221 153,764,514,093 -73,184,731,872 -

  純行政コスト（△） -22,131,690,901 -22,131,690,901 -

  財源 21,594,025,769 21,594,025,769 -

    税収等 14,461,379,798 14,461,379,798 -

    国県等補助金 7,132,645,971 7,132,645,971 -

  本年度差額 -537,665,132 -537,665,132 -

  固定資産等の変動（内部変動） -3,454,659,074 3,454,659,074

    有形固定資産等の増加 3,028,100,392 -3,028,100,392

    有形固定資産等の減少 -6,070,419,544 6,070,419,544

    貸付金・基金等の増加 503,411,013 -975,488,013

    貸付金・基金等の減少 -915,750,935 1,387,827,935

  資産評価差額 - -

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

  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 -1,773,069,659 -4,690,063,601 2,916,993,942 -

本年度末純資産残高 78,806,712,562 149,074,450,492 -70,267,737,930 -

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

科目 合計



【様式第4号】

自治体名：黒部市

会計：全体会計 （単位：円）

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 金額

【業務活動収支】

  業務支出 29,401,966,240

    業務費用支出 18,975,205,771

      人件費支出 8,305,556,398

      物件費等支出 9,571,602,979

      支払利息支出 543,000,264

      その他の支出 555,046,130

    移転費用支出 10,426,760,469

      補助金等支出 8,178,570,708

      社会保障給付支出 2,015,483,452

      その他の支出 232,706,309

  業務収入 32,842,205,608

    税収等収入 14,164,988,972

    国県等補助金収入 5,823,228,160

    使用料及び手数料収入 10,929,832,271

    その他の収入 1,924,156,205

  臨時支出 36,931,735

    災害復旧事業費支出 36,038,780

    その他の支出 892,955

  臨時収入 22,831,000

業務活動収支 3,426,138,633

【投資活動収支】

  投資活動支出 3,221,113,653

    公共施設等整備費支出 2,759,370,019

    基金積立金支出 100,647,634

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 361,096,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,729,720,960

    国県等補助金収入 927,831,903

    基金取崩収入 443,388,286

    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 -1,491,392,693

【財務活動収支】

  財務活動支出 4,729,718,218

    地方債等償還支出 4,610,205,530

    その他の支出 119,512,688

  財務活動収入 3,052,541,161

    地方債等発行収入 3,052,541,161

    その他の収入 -

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 4,061,307,934

財務活動収支 -1,677,177,057

本年度資金収支額 257,568,883

前年度末資金残高 3,636,267,049

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 3,893,835,932


