
【様式第1号】

自治体名：玄海町

会計：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 46,150,333   固定負債 5,915,625

    有形固定資産 36,573,310     地方債等 2,784,500

      事業用資産 17,090,431     長期未払金 -

        土地 2,913,058     退職手当引当金 569,082

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 24,362,742     その他 2,562,043

        建物減価償却累計額 -11,746,110   流動負債 334,825

        工作物 1,481,912     １年内償還予定地方債等 174,109

        工作物減価償却累計額 -607,078     未払金 68,026

        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 69,604

        航空機 -     預り金 13,929

        航空機減価償却累計額 -     その他 9,157

        その他 - 負債合計 6,250,450

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 685,908   固定資産等形成分 49,577,591

      インフラ資産 17,454,330   余剰分（不足分） -5,640,744

        土地 193,849   他団体出資等分 -

        建物 1,274,414

        建物減価償却累計額 -426,827

        工作物 26,327,185

        工作物減価償却累計額 -11,370,268

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 1,455,977

      物品 4,984,221

      物品減価償却累計額 -2,955,673

    無形固定資産 59,414

      ソフトウェア 59,414

      その他 -

    投資その他の資産 9,517,609

      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 33,162

      長期貸付金 -

      基金 9,458,360

        減債基金 -

        その他 9,458,360

      その他 -

      徴収不能引当金 -892

  流動資産 4,036,963

    現金預金 589,333

    未収金 21,433

    短期貸付金 -

    基金 3,427,257

      財政調整基金 3,412,740

      減債基金 14,518

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -1,060

  繰延資産 - 純資産合計 43,936,846

資産合計 50,187,297 負債及び純資産合計 50,187,297

連結貸借対照表
（平成31年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：玄海町

会計：全体会計 （単位：千円）

連結行政コスト計算書
自　平成30年4月1日
至　平成31年3月31日

科目名 金額

  経常費用 8,093,226

    業務費用 5,294,467

      人件費 1,069,916

        職員給与費 836,441

        賞与等引当金繰入額 69,604

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 163,871

      物件費等 4,126,990

        物件費 2,188,423

        維持補修費 360,537

        減価償却費 1,578,030

        その他 -

      その他の業務費用 97,561

        支払利息 60,120

        徴収不能引当金繰入額 1,758

        その他 35,683

    移転費用 2,798,759

      補助金等 2,468,964

      社会保障給付 325,655

      その他 4,140

  経常収益 535,402

    使用料及び手数料 403,120

    その他 132,281

純経常行政コスト 7,557,824

  臨時損失 8,731

    災害復旧事業費 8,731

    資産除売却損 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 769

    資産売却益 769

    その他 -

純行政コスト 7,565,786



【様式第3号】

自治体名：玄海町

会計：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 43,914,739 49,940,064 -6,025,324 -

  純行政コスト（△） -7,565,786 -7,565,786 -

  財源 7,659,537 7,659,537 -

    税収等 4,322,044 4,322,044 -

    国県等補助金 3,337,494 3,337,494 -

  本年度差額 93,752 93,752 -

  固定資産等の変動（内部変動） -290,618 290,618

    有形固定資産等の増加 1,118,085 -1,118,085

    有形固定資産等の減少 -1,578,030 1,578,030

    貸付金・基金等の増加 1,638,615 -1,638,615

    貸付金・基金等の減少 -1,469,289 1,469,289

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -71,855 -71,855

  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 22,107 -362,473 384,580 -

本年度末純資産残高 43,936,846 49,577,591 -5,640,744 -

連結純資産変動計算書
自　平成30年4月1日
至　平成31年3月31日



【様式第4号】

自治体名：玄海町

会計：全体会計 （単位：千円）

連結資金収支計算書
自　平成30年4月1日
至　平成31年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 6,513,152

    業務費用支出 3,714,392

      人件費支出 1,068,101

      物件費等支出 2,550,902

      支払利息支出 60,120

      その他の支出 35,269

    移転費用支出 2,798,759

      補助金等支出 2,468,964

      社会保障給付支出 325,655

      その他の支出 4,140

  業務収入 7,890,636

    税収等収入 4,209,326

    国県等補助金収入 3,151,128

    使用料及び手数料収入 401,875

    その他の収入 128,306

  臨時支出 8,731

    災害復旧事業費支出 8,731

    その他の支出 -

  臨時収入 5,925

業務活動収支 1,374,678

【投資活動収支】

  投資活動支出 2,685,699

    公共施設等整備費支出 1,094,945

    基金積立金支出 1,520,755

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 70,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,578,832

    国県等補助金収入 159,698

    基金取崩収入 1,348,365

    貸付金元金回収収入 70,000

    資産売却収入 769

    その他の収入 -

投資活動収支 -1,106,867

【財務活動収支】

  財務活動支出 186,345

    地方債等償還支出 176,699

    その他の支出 9,646

  財務活動収入 -

    地方債等発行収入 -

    その他の収入 -

前年度末歳計外現金残高 15,004

本年度歳計外現金増減額 -1,075

本年度末歳計外現金残高 13,929

本年度末現金預金残高 589,333

財務活動収支 -186,345

本年度資金収支額 81,466

前年度末資金残高 493,937

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 575,404


