
【様式第1号】

自治体名：玄海町

会計：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 39,098,320   固定負債 542,140

    有形固定資産 27,691,465     地方債 -

      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 16,021

        建物減価償却累計額 -12,319,117   流動負債 97,961

        工作物 1,496,509     １年内償還予定地方債 -

        工作物減価償却累計額 -657,664     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 61,083

        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 640,101

        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 42,838,037

      インフラ資産 11,170,054   余剰分（不足分） -416,853

        土地 156,053

        建物 44,572

        建物減価償却累計額 -42,615

        工作物 19,449,141

        工作物減価償却累計額 -8,514,493

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 77,395

      物品 761,177

      物品減価償却累計額 -536,174

    無形固定資産 28,252

      ソフトウェア 28,252

      その他 -

    投資その他の資産 11,378,603

      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 -

      長期延滞債権 24,836

      長期貸付金 -

      基金 11,327,296

        減債基金 -

        その他 11,327,296

      その他 -

      徴収不能引当金 -451

  流動資産 3,962,965

    現金預金 214,678

    未収金 8,744

    短期貸付金 -

    基金 3,739,717

      財政調整基金 3,732,328

      減債基金 7,389

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -174 純資産合計 42,421,185

資産合計 43,061,286 負債及び純資産合計 43,061,286

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：一般会計等 （単位：千円）

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 5,983,153

    業務費用 4,386,546

      人件費 969,756

        職員給与費 755,929

        賞与等引当金繰入額 61,083

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 152,744

      物件費等 3,392,837

        物件費 2,119,897

        維持補修費 140,592

        減価償却費 1,132,347

        その他 -

      その他の業務費用 23,952

        支払利息 -

        徴収不能引当金繰入額 625

        その他 23,327

    移転費用 1,596,608

      補助金等 687,819

      社会保障給付 320,504

      他会計への繰出金 586,007

      その他 2,278

  経常収益 355,626

    使用料及び手数料 204,823

    その他 150,803

純経常行政コスト 5,627,527

  臨時損失 44,628

    災害復旧事業費 43,371

    資産除売却損 1,257

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

純行政コスト 5,670,537

    その他 -

  臨時利益 1,618

    資産売却益 1,618



【様式第3号】

自治体名：玄海町

会計：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 40,269,157 40,670,406 -401,249

  純行政コスト（△） -5,670,537 -5,670,537

  財源 7,830,021 7,830,021

    税収等 5,325,564 5,325,564

    国県等補助金 2,504,457 2,504,457

  本年度差額 2,159,483 2,159,483

  固定資産等の変動（内部変動） 2,175,087 -2,175,087

    有形固定資産等の増加 1,013,946 -1,013,946

    有形固定資産等の減少 -1,141,004 1,141,004

    貸付金・基金等の増加 3,145,913 -3,145,913

    貸付金・基金等の減少 -843,768 843,768

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -7,399 -7,399

  その他 -57 -57 -

  本年度純資産変動額 2,152,028 2,167,631 -15,604

本年度末純資産残高 42,421,185 42,838,037 -416,853

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：一般会計等 （単位：千円）

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 4,851,696

    業務費用支出 3,255,088

      人件費支出 971,271

      物件費等支出 2,260,490

      支払利息支出 -

      その他の支出 23,327

    移転費用支出 1,596,608

      補助金等支出 687,819

      社会保障給付支出 320,504

      他会計への繰出支出 586,007

      その他の支出 2,278

  業務収入 8,088,372

    税収等収入 5,323,482

    国県等補助金収入 2,454,317

    使用料及び手数料収入 204,831

    その他の収入 105,742

  臨時支出 43,371

    災害復旧事業費支出 43,371

    その他の支出 -

  臨時収入 30,772

業務活動収支 3,224,078

【投資活動収支】

  投資活動支出 4,129,374

    公共施設等整備費支出 991,592

    基金積立金支出 3,061,782

    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 866,265

    国県等補助金収入 19,368

    基金取崩収入 761,879

    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 -

投資活動収支 -3,263,109

【財務活動収支】

  財務活動支出 11,020

    地方債償還支出 -

    その他の支出 11,020

  財務活動収入 -

    地方債発行収入 -

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 214,678

    その他の収入 -

財務活動収支 -11,020

本年度資金収支額 -50,051

前年度末資金残高 240,566

本年度末資金残高 190,515


