
【様式第1号】

自治体名：黒部市

会計：連結会計 （単位：円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 153,436,679,010   固定負債 75,083,342,256

    有形固定資産 145,592,839,520     地方債等 52,669,382,321

      事業用資産 59,171,434,832     長期未払金 32,880,200

        土地 12,877,338,459     退職手当引当金 7,347,842,491

        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 14,250,838,244

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 7,998,644,192

        建物 78,742,472,940     １年内償還予定地方債等 5,447,245,442

        建物減価償却累計額 -40,913,671,226     未払金 1,668,300,478

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 14,009,672,643     前受金 11,936,941

        工作物減価償却累計額 -10,457,647,466     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 582,637,807

        船舶 -     預り金 174,401,196

        船舶減価償却累計額 -     その他 114,122,328

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 83,081,986,448

        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 156,409,223,983

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -75,323,627,236

        航空機 -   他団体出資等分 -11,365,422

        航空機減価償却累計額 -

        航空機減損損失累計額 -

        その他 10,196,097,546

        その他減価償却累計額 -5,798,492,070

        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 21,632,686,541

      物品減価償却累計額 -16,286,394,054

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 165,315,633

      ソフトウェア 161,474,027

      その他 3,841,606

    投資その他の資産 7,678,523,857

      投資及び出資金 418,291,144

        有価証券 31,852,576

        出資金 164,555,724

        その他 221,882,844

      長期延滞債権 191,462,798

      長期貸付金 107,280,000

      基金 6,631,183,236

        減債基金 336,975,550

        その他 6,294,207,686

      その他 350,221,674

      徴収不能引当金 -19,914,995

  流動資産 10,719,538,763

    現金預金 4,665,488,786

    未収金 2,692,406,922

    短期貸付金 19,008,000

    基金 2,953,536,973

      財政調整基金 2,753,536,973

      減債基金 200,000,000

    棚卸資産 392,697,351

    その他 2,695,829

    徴収不能引当金 -6,295,098

  繰延資産 - 純資産合計 81,074,231,325

資産合計 164,156,217,773 負債及び純資産合計 164,156,217,773

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：連結会計 （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 44,205,794,441

    業務費用 26,508,406,806

      人件費 9,088,116,780

        職員給与費 6,691,198,304

        賞与等引当金繰入額 549,202,210

        退職手当引当金繰入額 -70,653,007

        その他 1,918,369,273

      物件費等 16,042,836,063

        物件費 9,581,876,160

        維持補修費 200,519,692

        減価償却費 6,213,268,544

        その他 47,171,667

      その他の業務費用 1,377,453,963

        支払利息 547,838,794

        徴収不能引当金繰入額 18,097,518

        その他 811,517,651

    移転費用 17,697,387,635

      補助金等 15,399,024,507

      社会保障給付 2,022,197,837

      その他 276,165,291

  経常収益 13,337,175,773

    使用料及び手数料 11,309,019,903

    その他 2,028,155,870

純経常行政コスト 30,868,618,668

  臨時損失 67,941,215

    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 1,107,532

  臨時利益 1,484,770

    資産売却益 1,484,770

    その他 -

純行政コスト 30,935,075,113



【様式第3号】

自治体名：黒部市

会計：連結会計 （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 82,875,133,292 157,871,207,066 -74,984,869,412 -11,204,362

  純行政コスト（△） -30,935,075,113 -30,934,914,053 -161,060

  財源 30,366,544,833 30,366,544,833 -

    税収等 18,698,201,109 18,698,201,109 -

    国県等補助金 11,668,343,724 11,668,343,724 -

  本年度差額 -568,530,280 -568,369,220 -161,060

  固定資産等の変動（内部変動） -218,694,926 218,694,926

    有形固定資産等の増加 3,039,959,812 -3,039,959,812

    有形固定資産等の減少 -6,243,704,834 6,243,704,834

    貸付金・基金等の増加 3,934,163,065 -4,406,240,065

    貸付金・基金等の減少 -949,112,969 1,421,189,969

  資産評価差額 3,047,211 3,047,211

  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 -14,371 -10,930,841 10,916,470 -

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -1,800,901,967 -1,461,983,083 -338,757,824 -161,060

本年度末純資産残高 81,074,231,325 156,409,223,983 -75,323,627,236 -11,365,422

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：連結会計 （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 38,466,796,653

    業務費用支出 20,770,564,914

      人件費支出 9,121,647,783

      物件費等支出 10,339,105,303

      支払利息支出 547,838,794

      その他の支出 761,973,034

    移転費用支出 17,696,231,739

      補助金等支出 15,399,024,507

      社会保障給付支出 2,022,197,837

      その他の支出 275,009,395

  業務収入 42,076,624,319

    税収等収入 18,421,579,335

    国県等補助金収入 10,372,463,387

    使用料及び手数料収入 11,255,017,553

    その他の収入 2,027,564,044

  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 3,595,726,931

【投資活動収支】

  投資活動支出 3,202,630,871

    公共施設等整備費支出 2,768,823,119

    基金積立金支出 125,612,377

    投資及び出資金支出 99,375

    貸付金支出 308,096,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,699,310,980

    国県等補助金収入 927,831,903

    基金取崩収入 465,978,306

    貸付金元金回収収入 304,016,000

    資産売却収入 1,484,771

    その他の収入 -

投資活動収支 -1,503,319,891

【財務活動収支】

  財務活動支出 4,876,609,926

    地方債等償還支出 4,749,015,016

    その他の支出 127,594,910

  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 181,093,485

本年度歳計外現金増減額 -10,548,658

本年度末歳計外現金残高 170,544,827

本年度末現金預金残高 4,665,488,786

財務活動収支 -1,824,068,765

本年度資金収支額 268,338,275

前年度末資金残高 4,220,441,635

比例連結割合変更に伴う差額 6,164,049

本年度末資金残高 4,494,943,959


