
【様式第1号】

自治体名：玄海町

会計名：全体会計 （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 46,516,105   固定負債 6,507,421

    有形固定資産 36,580,587     地方債等 3,135,309

      事業用資産 17,865,345     長期未払金 -

        土地 3,017,059     退職手当引当金 523,796

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 24,318,790     その他 2,848,316

        建物減価償却累計額 -11,405,230   流動負債 324,913

        工作物 1,473,158     １年内償還予定地方債等 178,960

        工作物減価償却累計額 -551,187     未払金 45,531

        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 63,980

        航空機 -     預り金 26,796

        航空機減価償却累計額 -     その他 9,646

        その他 - 負債合計 6,832,334

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 1,012,755   固定資産等形成分 49,731,835

      インフラ資産 16,186,375   余剰分（不足分） -6,124,812

        土地 188,802   他団体出資等分 -

        建物 1,274,414

        建物減価償却累計額 -358,838

        工作物 25,349,289

        工作物減価償却累計額 -10,298,406

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 31,114

      物品 4,960,829

      物品減価償却累計額 -2,431,961

    無形固定資産 167,644

      ソフトウェア 167,644

      その他 -

    投資その他の資産 9,767,873

      投資及び出資金 26,979

        有価証券 -

        出資金 26,979

        その他 -

      長期延滞債権 38,498

      長期貸付金 -

      基金 9,703,622

        減債基金 -

        その他 9,703,622

      その他 -

      徴収不能引当金 -1,226

  流動資産 3,923,253

    現金預金 689,056

    未収金 19,206

    短期貸付金 -

    基金 3,215,731

      財政調整基金 3,174,914

      減債基金 40,817

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -740

  繰延資産 - 純資産合計 43,607,023

資産合計 50,439,357 負債及び純資産合計 50,439,357

連結貸借対照表
（平成29年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：玄海町

会計名：全体会計 （単位：千円）

    資産売却益 885

    その他 18,146

純行政コスト 7,152,877

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 368

  臨時利益 19,031

  臨時損失 37,671

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 37,303

    使用料及び手数料 433,190

    その他 131,109

純経常行政コスト 7,134,236

      社会保障給付 320,119

      その他 2,826

  経常収益 564,299

        その他 24,956

    移転費用 2,610,595

      補助金等 2,287,649

      その他の業務費用 94,274

        支払利息 67,545

        徴収不能引当金繰入額 1,773

        維持補修費 116,092

        減価償却費 1,518,223

        その他 2,591

        その他 115,312

      物件費等 3,919,225

        物件費 2,282,319

        職員給与費 876,249

        賞与等引当金繰入額 63,980

        退職手当引当金繰入額 18,901

  経常費用 7,698,536

    業務費用 5,087,941

      人件費 1,074,442

連結行政コスト計算書
自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日

科目名 金額



【様式第3号】

自治体名：玄海町

会計名：全体会計 （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 43,162,160 49,764,967 -6,602,807 -

  純行政コスト（△） -7,152,877 -7,152,877 -

  財源 7,597,530 7,597,530 -

    税収等 4,572,387 4,572,387 -

    国県等補助金 3,025,144 3,025,144 -

  本年度差額 444,653 444,653 -

  固定資産等の変動（内部変動） -33,132 33,132

    有形固定資産等の増加 1,299,266 -1,299,266

    有形固定資産等の減少 -1,555,529 1,555,529

    貸付金・基金等の増加 1,386,638 -1,386,638

    貸付金・基金等の減少 -1,163,507 1,163,507

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 - -

  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 210 - 210

  本年度純資産変動額 444,864 -33,132 477,995 -

本年度末純資産残高 43,607,023 49,731,835 -6,124,812 -

連結純資産変動計算書
自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日



【様式第4号】

自治体名：玄海町

会計名：全体会計 （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 24,919

本年度歳計外現金増減額 1,877

本年度末歳計外現金残高 26,796

本年度末現金預金残高 689,056

財務活動収支 -175,295

本年度資金収支額 96,958

前年度末資金残高 565,303

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 662,260

    地方債等償還支出 175,295

    その他の支出 -

  財務活動収入 -

    地方債等発行収入 -

    その他の収入 -

    資産売却収入 887

    その他の収入 -

投資活動収支 -1,438,655

【財務活動収支】

  財務活動支出 175,295

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,207,271

    国県等補助金収入 83,210

    基金取崩収入 1,043,174

    貸付金元金回収収入 80,000

  投資活動支出 2,645,925

    公共施設等整備費支出 1,299,266

    基金積立金支出 1,266,660

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 80,000

    災害復旧事業費支出 49,133

    その他の支出 -

  臨時収入 2,485

業務活動収支 1,710,907

【投資活動収支】

    税収等収入 4,455,551

    国県等補助金収入 2,917,917

    使用料及び手数料収入 487,725

    その他の収入 131,231

  臨時支出 49,133

    移転費用支出 2,610,595

      補助金等支出 2,287,649

      社会保障給付支出 320,119

      その他の支出 2,826

  業務収入 7,992,423

    業務費用支出 3,624,273

      人件費支出 1,097,044

      物件費等支出 2,439,546

      支払利息支出 67,545

      その他の支出 20,139

連結資金収支計算書
自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 6,234,868


