
【様式第1号】

自治体名：横浜町

会計：一般会計等 （単位：百万円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 11,419   固定負債 3,965

    有形固定資産 10,119     地方債 3,427

      事業用資産 7,542     長期未払金 -

        土地 403     退職手当引当金 538

        立木竹 496     損失補償等引当金 -

        建物 13,802     その他 -

        建物減価償却累計額 -7,677   流動負債 361

        工作物 779     １年内償還予定地方債 319

        工作物減価償却累計額 -319     未払金 -

        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 38

        航空機 -     預り金 4

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 4,326

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 58   固定資産等形成分 12,863

      インフラ資産 2,481   余剰分（不足分） -4,252

        土地 7

        建物 60

        建物減価償却累計額 -38

        工作物 12,877

        工作物減価償却累計額 -10,426

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 -

      物品 620

      物品減価償却累計額 -524

    無形固定資産 -

      ソフトウェア -

      その他 -

    投資その他の資産 1,300

      投資及び出資金 515

        有価証券 -

        出資金 78

        その他 437

      投資損失引当金 -387

      長期延滞債権 27

      長期貸付金 -

      基金 1,147

        減債基金 -

        その他 1,147

      その他 -

      徴収不能引当金 -3

  流動資産 1,518

    現金預金 67

    未収金 7

    短期貸付金 -

    基金 1,444

      財政調整基金 948

      減債基金 496

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -1 純資産合計 8,611

資産合計 12,937 負債及び純資産合計 12,937

貸借対照表
（令和2年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：横浜町

会計：一般会計等 （単位：百万円）

    その他 -

純行政コスト 3,103

    その他 0

  臨時利益 11

    資産売却益 11

    資産除売却損 12

    投資損失引当金繰入額 13

    損失補償等引当金繰入額 -

純経常行政コスト 3,090

  臨時損失 25

    災害復旧事業費 -

  経常収益 146

    使用料及び手数料 68

    その他 78

      社会保障給付 232

      他会計への繰出金 246

      その他 5

        その他 24

    移転費用 1,328

      補助金等 845

      その他の業務費用 46

        支払利息 19

        徴収不能引当金繰入額 3

        維持補修費 74

        減価償却費 458

        その他 -

        その他 58

      物件費等 1,376

        物件費 844

        職員給与費 410

        賞与等引当金繰入額 38

        退職手当引当金繰入額 -21

  経常費用 3,236

    業務費用 1,907

      人件費 485

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：横浜町

会計：一般会計等 （単位：百万円）

科目名 合計 固定資産等形成分 余剰分(不足分)

前年度末純資産残高 7,987 12,052 -4,065

  純行政コスト（△） -3,103 -3,103

  財源 3,727 3,727

    税収等 2,128 2,128

    国県等補助金 1,599 1,599

  本年度差額 624 624

  固定資産等の変動（内部変動） 811 -811

    有形固定資産等の増加 1,896 -1,896

    有形固定資産等の減少 -751 751

    貸付金・基金等の増加 132 -132

    貸付金・基金等の減少 -465 465

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 0 0

  その他 0 - 0

  本年度純資産変動額 624 811 -187

本年度末純資産残高 8,611 12,863 -4,252

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：横浜町

会計：一般会計等 （単位：百万円）

前年度末歳計外現金残高 4

本年度歳計外現金増減額 0

本年度末歳計外現金残高 4

本年度末現金預金残高 67

    その他の収入 -

財務活動収支 194

本年度資金収支額 -9

前年度末資金残高 72

本年度末資金残高 63

  財務活動支出 313

    地方債償還支出 313

    その他の支出 -

  財務活動収入 507

    地方債発行収入 507

    貸付金元金回収収入 12

    資産売却収入 11

    その他の収入 -

投資活動収支 -255

【財務活動収支】

    貸付金支出 12

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,461

    国県等補助金収入 1,029

    基金取崩収入 409

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,716

    公共施設等整備費支出 1,614

    基金積立金支出 89

    投資及び出資金支出 0

  臨時支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 52

  業務収入 2,843

    税収等収入 2,126

    国県等補助金収入 571

    使用料及び手数料収入 68

    その他の収入 77

    移転費用支出 1,328

      補助金等支出 845

      社会保障給付支出 232

      他会計への繰出支出 246

      その他の支出 5

    業務費用支出 1,463

      人件費支出 502

      物件費等支出 918

      支払利息支出 19

      その他の支出 24

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 2,791



【様式第1号】

自治体名：横浜町

会計：全体会計 （単位：百万円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 12,292   固定負債 4,332

    有形固定資産 10,885     地方債等 3,583

      事業用資産 7,542     長期未払金 -

        土地 403     退職手当引当金 582

        立木竹 496     損失補償等引当金 -

        建物 14,230     その他 167

        建物減価償却累計額 -8,105   流動負債 397

        工作物 779     １年内償還予定地方債等 343

        工作物減価償却累計額 -319     未払金 5

        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 43

        航空機 -     預り金 4

        航空機減価償却累計額 -     その他 2

        その他 - 負債合計 4,729

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 58   固定資産等形成分 13,848

      インフラ資産 3,198   余剰分（不足分） -4,338

        土地 34   他団体出資等分 -

        建物 184

        建物減価償却累計額 -135

        工作物 15,005

        工作物減価償却累計額 -11,889

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 -

      物品 831

      物品減価償却累計額 -686

    無形固定資産 -

      ソフトウェア -

      その他 -

    投資その他の資産 1,407

      投資及び出資金 466

        有価証券 -

        出資金 78

        その他 387

      投資損失引当金 -387

      長期延滞債権 55

      長期貸付金 -

      基金 1,278

        減債基金 -

        その他 1,278

      その他 0

      徴収不能引当金 -5

  流動資産 1,947

    現金預金 354

    未収金 40

    短期貸付金 -

    基金 1,556

      財政調整基金 1,060

      減債基金 496

    棚卸資産 3

    その他 -

    徴収不能引当金 -6

  繰延資産 - 純資産合計 9,510

資産合計 14,239 負債及び純資産合計 14,239

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：横浜町

会計：全体会計 （単位：百万円）

    資産売却益 11

    その他 -

純行政コスト 4,246

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 0

  臨時利益 11

  臨時損失 25

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 12

    使用料及び手数料 144

    その他 87

純経常行政コスト 4,233

      社会保障給付 233

      その他 5

  経常収益 231

        その他 59

    移転費用 2,338

      補助金等 2,100

      その他の業務費用 88

        支払利息 22

        徴収不能引当金繰入額 7

        維持補修費 78

        減価償却費 516

        その他 -

        その他 61

      物件費等 1,507

        物件費 914

        職員給与費 455

        賞与等引当金繰入額 43

        退職手当引当金繰入額 -28

  経常費用 4,464

    業務費用 2,126

      人件費 531

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：横浜町

会計：全体会計 （単位：百万円）

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 8,924 13,048 -4,124 -

  純行政コスト（△） -4,246 -4,246 -

  財源 4,876 4,876 -

    税収等 2,592 2,592 -

    国県等補助金 2,284 2,284 -

  本年度差額 629 629 -

  固定資産等の変動（内部変動） 801 -801

    有形固定資産等の増加 1,896 -1,896

    有形固定資産等の減少 -809 809

    貸付金・基金等の増加 279 -279

    貸付金・基金等の減少 -565 565

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 0 0

  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 -42 - -42

  本年度純資産変動額 587 800 -214 -

本年度末純資産残高 9,510 13,848 -4,338 -

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：横浜町

会計：全体会計 （単位：百万円）

前年度末歳計外現金残高 4

本年度歳計外現金増減額 0

本年度末歳計外現金残高 4

本年度末現金預金残高 354

財務活動収支 183

本年度資金収支額 -66

前年度末資金残高 416

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 350

    地方債等償還支出 331

    その他の支出 -

  財務活動収入 514

    地方債等発行収入 514

    その他の収入 -

    資産売却収入 11

    その他の収入 -

投資活動収支 -340

【財務活動収支】

  財務活動支出 331

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,484

    国県等補助金収入 1,029

    基金取崩収入 432

    貸付金元金回収収入 12

  投資活動支出 1,824

    公共施設等整備費支出 1,614

    基金積立金支出 197

    投資及び出資金支出 0

    貸付金支出 12

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 92

【投資活動収支】

    税収等収入 2,570

    国県等補助金収入 1,255

    使用料及び手数料収入 160

    その他の収入 83

  臨時支出 -

    移転費用支出 2,338

      補助金等支出 2,100

      社会保障給付支出 233

      その他の支出 5

  業務収入 4,068

    業務費用支出 1,639

      人件費支出 554

      物件費等支出 1,005

      支払利息支出 22

      その他の支出 58

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 3,976



【様式第4号】

自治体名：横浜町

会計：全体会計 （単位：百万円）

前年度末歳計外現金残高 4

本年度歳計外現金増減額 0

本年度末歳計外現金残高 4

本年度末現金預金残高 354

財務活動収支 183

本年度資金収支額 -66

前年度末資金残高 416

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 350

    地方債等償還支出 331

    その他の支出 -

  財務活動収入 514

    地方債等発行収入 514

    その他の収入 -

    資産売却収入 11

    その他の収入 -

投資活動収支 -340

【財務活動収支】

  財務活動支出 331

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,484

    国県等補助金収入 1,029

    基金取崩収入 432

    貸付金元金回収収入 12

  投資活動支出 1,824

    公共施設等整備費支出 1,614

    基金積立金支出 197

    投資及び出資金支出 0

    貸付金支出 12

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 92

【投資活動収支】

    税収等収入 2,570

    国県等補助金収入 1,255

    使用料及び手数料収入 160

    その他の収入 83

  臨時支出 -

    移転費用支出 2,338

      補助金等支出 2,100

      社会保障給付支出 233

      その他の支出 5

  業務収入 4,068

    業務費用支出 1,639

      人件費支出 554

      物件費等支出 1,005

      支払利息支出 22

      その他の支出 58

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 3,976



【様式第1号】

自治体名：横浜町

会計：連結会計 （単位：百万円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 13,116   固定負債 4,929

    有形固定資産 11,594     地方債等 3,705

      事業用資産 8,102     長期未払金 -

        土地 459     退職手当引当金 914

        立木竹 496     損失補償等引当金 26

        建物 16,634     その他 285

        建物減価償却累計額 -10,046   流動負債 622

        工作物 834     １年内償還予定地方債等 453

        工作物減価償却累計額 -362     未払金 60

        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 82

        航空機 -     預り金 17

        航空機減価償却累計額 -     その他 10

        その他 248 負債合計 5,552

        その他減価償却累計額 -218 【純資産の部】

        建設仮勘定 58   固定資産等形成分 14,697

      インフラ資産 3,250   余剰分（不足分） -4,963

        土地 34   他団体出資等分 -

        建物 267

        建物減価償却累計額 -167

        工作物 15,006

        工作物減価償却累計額 -11,889

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 -

      物品 1,214

      物品減価償却累計額 -972

    無形固定資産 2

      ソフトウェア 2

      その他 0

    投資その他の資産 1,519

      投資及び出資金 29

        有価証券 0

        出資金 29

        その他 -

      長期延滞債権 55

      長期貸付金 6

      基金 1,433

        減債基金 -

        その他 1,433

      その他 2

      徴収不能引当金 -5

  流動資産 2,169

    現金預金 488

    未収金 94

    短期貸付金 -

    基金 1,580

      財政調整基金 1,085

      減債基金 496

    棚卸資産 11

    その他 1

    徴収不能引当金 -6

  繰延資産 0 純資産合計 9,733

資産合計 15,285 負債及び純資産合計 15,285

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：横浜町

会計：連結会計 （単位：百万円）

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

科目名 金額

  経常費用 6,044

    業務費用 3,237

      人件費 1,173

        職員給与費 953

        賞与等引当金繰入額 67

        退職手当引当金繰入額 24

        その他 129

      物件費等 1,922

        物件費 1,167

        維持補修費 85

        減価償却費 583

        その他 88

      その他の業務費用 142

        支払利息 25

        徴収不能引当金繰入額 7

        その他 109

    移転費用 2,806

      補助金等 1,581

      社会保障給付 1,220

      その他 5

  経常収益 732

    使用料及び手数料 468

    その他 263

純経常行政コスト 5,312

  臨時損失 12

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 12

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 0

  臨時利益 16

    資産売却益 14

    その他 2

純行政コスト 5,308



【様式第3号】

自治体名：横浜町

会計：連結会計 （単位：百万円）

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 9,216 13,929 -4,713 -

  純行政コスト（△） -5,308 -5,308 -

  財源 5,866 5,866 -

    税収等 3,097 3,097 -

    国県等補助金 2,769 2,769 -

  本年度差額 558 558 -

  固定資産等の変動（内部変動） 772 -772

    有形固定資産等の増加 1,964 -1,964

    有形固定資産等の減少 -883 883

    貸付金・基金等の増加 313 -313

    貸付金・基金等の減少 -623 623

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 0 0

  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 1 -4 6 -

  その他 -42 - -42

  本年度純資産変動額 517 767 -250 -

本年度末純資産残高 9,733 14,697 -4,963 -

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：横浜町

会計：連結会計 （単位：百万円）

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

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 5,393

    業務費用支出 2,587

      人件費支出 1,130

      物件費等支出 1,323

      支払利息支出 25

      その他の支出 108

    移転費用支出 2,806

      補助金等支出 1,581

      社会保障給付支出 1,220

      その他の支出 5

  業務収入 5,537

    税収等収入 3,064

    国県等補助金収入 1,721

    使用料及び手数料収入 488

    その他の収入 263

  臨時支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 0

業務活動収支 144

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,917

    公共施設等整備費支出 1,673

    基金積立金支出 231

    投資及び出資金支出 0

    貸付金支出 13

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,553

    国県等補助金収入 1,048

    基金取崩収入 474

    貸付金元金回収収入 13

    資産売却収入 14

    その他の収入 4

投資活動収支 -365

【財務活動収支】

  財務活動支出 435

    地方債等償還支出 426

    その他の支出 9

  財務活動収入 606

    地方債等発行収入 606

    その他の収入 0

前年度末歳計外現金残高 8

本年度歳計外現金増減額 3

本年度末歳計外現金残高 10

本年度末現金預金残高 488

財務活動収支 171

本年度資金収支額 -50

前年度末資金残高 527

比例連結割合変更に伴う差額 0

本年度末資金残高 477


