
【様式第1号】

自治体名：玄海町

会計名：一般会計等 （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 36,716,910   固定負債 556,721

    有形固定資産 26,932,493     地方債 5,877

      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 27,047

        建物減価償却累計額 -11,405,230   流動負債 125,830

        工作物 1,473,158     １年内償還予定地方債 11,361

        工作物減価償却累計額 -551,187     未払金 19,332

        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 58,696

        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 682,551

        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 39,917,221

      インフラ資産 8,776,963   余剰分（不足分） -371,324

        土地 40,534

        建物 44,572

        建物減価償却累計額 -37,335

        工作物 16,170,738

        工作物減価償却累計額 -7,472,659

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 31,114

      物品 609,280

      物品減価償却累計額 -319,094

    無形固定資産 164,550

      ソフトウェア 164,550

      その他 -

    投資その他の資産 9,619,867

      投資及び出資金 26,979

        有価証券 -

        出資金 26,979

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 23,938

      長期貸付金 -

      基金 9,569,350

        減債基金 -

        その他 9,569,350

      その他 -

      徴収不能引当金 -399

  流動資産 3,511,538

    現金預金 306,878

    未収金 4,488

    短期貸付金 -

    基金 3,200,311

      財政調整基金 3,174,914

      減債基金 25,397

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -139 純資産合計 39,545,896

資産合計 40,228,448 負債及び純資産合計 40,228,448

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：一般会計等 （単位：千円）

    その他 -

純行政コスト 5,496,495

    その他 368

  臨時利益 885

    資産売却益 885

    資産除売却損 0

    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 5,497,011

  臨時損失 368

    災害復旧事業費 -

  経常収益 375,975

    使用料及び手数料 256,279

    その他 119,696

      社会保障給付 319,444

      他会計への繰出金 598,211

      その他 486

        その他 12,829

    移転費用 1,628,810

      補助金等 710,668

      その他の業務費用 14,546

        支払利息 1,179

        徴収不能引当金繰入額 538

        維持補修費 94,069

        減価償却費 1,078,256

        その他 2,505

        その他 112,180

      物件費等 3,231,571

        物件費 2,056,741

        職員給与費 808,283

        賞与等引当金繰入額 58,696

        退職手当引当金繰入額 18,901

  経常費用 5,872,986

    業務費用 4,244,177

      人件費 998,060

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：一般会計等 （単位：千円）

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 38,986,217 39,481,876 -495,659

  純行政コスト（△） -5,496,495 -5,496,495

  財源 6,056,174 6,056,174

    税収等 3,623,021 3,623,021

    国県等補助金 2,433,153 2,433,153

  本年度差額 559,679 559,679

  固定資産等の変動（内部変動） 435,345 -435,345

    有形固定資産等の増加 1,285,387 -1,285,387

    有形固定資産等の減少 -1,078,258 1,078,258

    貸付金・基金等の増加 1,365,318 -1,365,318

    貸付金・基金等の減少 -1,137,102 1,137,102

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 - -

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 559,679 435,345 124,335

本年度末純資産残高 39,545,896 39,917,221 -371,324

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：一般会計等 （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 306,878

    その他の収入 -

財務活動収支 -10,856

本年度資金収支額 62,669

前年度末資金残高 217,414

本年度末資金残高 280,083

  財務活動支出 10,856

    地方債償還支出 10,856

    その他の支出 -

  財務活動収入 -

    地方債発行収入 -

    貸付金元金回収収入 80,000

    資産売却収入 887

    その他の収入 -

投資活動収支 -1,430,672

【財務活動収支】

    貸付金支出 80,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,195,460

    国県等補助金収入 83,210

    基金取崩収入 1,031,363

【投資活動収支】

  投資活動支出 2,626,132

    公共施設等整備費支出 1,285,387

    基金積立金支出 1,260,744

    投資及び出資金支出 -

  臨時支出 49,133

    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 1,504,197

  業務収入 6,346,786

    税収等収入 3,623,133

    国県等補助金収入 2,347,458

    使用料及び手数料収入 256,290

    その他の収入 119,904

    移転費用支出 1,628,810

      補助金等支出 710,668

      社会保障給付支出 319,444

      他会計への繰出支出 598,211

      その他の支出 486

    業務費用支出 3,167,131

      人件費支出 1,019,964

      物件費等支出 2,137,296

      支払利息支出 1,179

      その他の支出 8,691

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 4,795,940


