
【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 47,582,465   固定負債 5,578,718

    有形固定資産 36,061,934     地方債等 2,607,038

      事業用資産 16,296,409     長期未払金 -

        土地 2,902,626     退職手当引当金 526,119

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 24,790,007     その他 2,445,560

        建物減価償却累計額 -12,319,117   流動負債 308,756

        工作物 1,496,509     １年内償還予定地方債等 177,462

        工作物減価償却累計額 -657,664     未払金 25,331

        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 69,084

        航空機 -     預り金 24,163

        航空機減価償却累計額 -     その他 12,716

        その他 - 負債合計 5,887,474

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 84,048   固定資産等形成分 51,326,109

      インフラ資産 17,924,236   余剰分（不足分） -5,317,566

        土地 304,322   他団体出資等分 -

        建物 1,274,414

        建物減価償却累計額 -460,108

        工作物 28,639,387

        工作物減価償却累計額 -11,922,687

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 88,908

      物品 5,070,709

      物品減価償却累計額 -3,229,419

    無形固定資産 32,561

      ソフトウェア 32,561

      その他 -

    投資その他の資産 11,487,970

      投資及び出資金 26,922

        有価証券 -

        出資金 26,922

        その他 -

      投資損失引当金 1

      長期延滞債権 37,508

      長期貸付金 -

      基金 11,424,314

        減債基金 -

        その他 11,424,314

      その他 -

      徴収不能引当金 -775

  流動資産 4,313,551

    現金預金 549,355

    未収金 21,202

    短期貸付金 -

    基金 3,743,644

      財政調整基金 3,732,328

      減債基金 11,316

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -649

  繰延資産 - 純資産合計 46,008,543

資産合計 51,896,016 負債及び純資産合計 51,896,016

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：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31年4月1日
至　令和2年3月31日

科目名 金額

  経常費用 7,898,177

    業務費用 5,260,010

      人件費 1,054,469

        職員給与費 829,413

        賞与等引当金繰入額 69,084

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 155,971

      物件費等 4,110,894

        物件費 2,393,137

        維持補修費 160,273

        減価償却費 1,557,483

        その他 -

      その他の業務費用 94,647

        支払利息 56,695

        徴収不能引当金繰入額 1,424

        その他 36,528

    移転費用 2,638,167

      補助金等 2,294,837

      社会保障給付 320,911

      その他 22,419

  経常収益 540,787

    使用料及び手数料 382,185

    その他 158,601

純経常行政コスト 7,357,390

  臨時損失 45,488

    災害復旧事業費 43,371

    資産除売却損 1,257

純行政コスト 7,401,261

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 861

  臨時利益 1,618

    投資損失引当金繰入額 -1

    資産売却益 1,618

    その他 -



【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 43,936,846 49,577,591 -5,640,744 -

  純行政コスト（△） -7,401,261 -7,401,261 -

  財源 9,480,203 9,480,203 -

    税収等 5,909,069 5,909,069 -

    国県等補助金 3,571,133 3,571,133 -

  本年度差額 2,078,942 2,078,942 -

  固定資産等の変動（内部変動） 1,755,974 -1,755,974

    有形固定資産等の増加 1,035,310 -1,035,310

    有形固定資産等の減少 -1,566,140 1,566,140

    貸付金・基金等の増加 3,154,644 -3,154,644

    貸付金・基金等の減少 -867,840 867,840

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -7,399 -7,399

  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 154 -57 210

  本年度純資産変動額 2,071,697 1,748,518 323,178 -

本年度末純資産残高 46,008,543 51,326,109 -5,317,566 -

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：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 6,382,966

    業務費用支出 3,744,798

      人件費支出 1,054,988

      物件費等支出 2,596,587

      支払利息支出 56,695

      その他の支出 36,528

    移転費用支出 2,638,167

      補助金等支出 2,294,837

      社会保障給付支出 320,911

      その他の支出 22,419

  業務収入 9,790,253

    税収等収入 5,792,968

    国県等補助金収入 3,500,258

    使用料及び手数料収入 384,103

    その他の収入 112,924

  臨時支出 44,232

    災害復旧事業費支出 43,371

    その他の支出 861

  臨時収入 30,772

業務活動収支 3,393,828

【投資活動収支】

  投資活動支出 4,150,862

    公共施設等整備費支出 1,012,956

    基金積立金支出 3,061,906

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 76,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 891,952

    国県等補助金収入 19,368

    基金取崩収入 779,566

    貸付金元金回収収入 76,000

    資産売却収入 9,018

    その他の収入 8,000

投資活動収支 -3,258,910

【財務活動収支】

  財務活動支出 185,129

    地方債等償還支出 174,109

    その他の支出 11,020

  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 13,929

本年度歳計外現金増減額 10,233

本年度末歳計外現金残高 24,163

本年度末現金預金残高 549,355

財務活動収支 -185,129

本年度資金収支額 -50,212

前年度末資金残高 575,404

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 525,192


