
【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 37,250,282   固定負債 577,327

    有形固定資産 27,800,492     地方債 -

      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 8,245

        建物減価償却累計額 -11,746,110   流動負債 85,684

        工作物 1,481,912     １年内償還予定地方債 -

        工作物減価償却累計額 -607,078     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 62,598

        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 663,011

        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 40,670,406

      インフラ資産 10,492,016   余剰分（不足分） -401,249

        土地 45,581

        建物 44,572

        建物減価償却累計額 -41,331

        工作物 17,140,597

        工作物減価償却累計額 -8,153,379

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 1,455,977

      物品 680,882

      物品減価償却累計額 -462,838

    無形固定資産 53,682

      ソフトウェア 53,682

      その他 -

    投資その他の資産 9,396,108

      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 22,592

      長期貸付金 -

      基金 9,346,986

        減債基金 -

        その他 9,346,986

      その他 -

      徴収不能引当金 -449

  流動資産 3,681,886

    現金預金 254,495

    未収金 7,474

    短期貸付金 -

    基金 3,420,124

      財政調整基金 3,412,740

      減債基金 7,385

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -208 純資産合計 40,269,157

資産合計 40,932,168 負債及び純資産合計 40,932,168

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：一般会計等 （単位：千円）

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 6,198,266

    業務費用 4,431,883

      人件費 999,262

        職員給与費 775,713

        賞与等引当金繰入額 62,598

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 160,951

      物件費等 3,421,948

        物件費 1,940,096

        維持補修費 335,394

        減価償却費 1,146,458

        その他 -

      その他の業務費用 10,673

        支払利息 138

        徴収不能引当金繰入額 657

        その他 9,878

    移転費用 1,766,383

      補助金等 881,973

      社会保障給付 325,304

      他会計への繰出金 558,653

      その他 452

  経常収益 353,785

    使用料及び手数料 229,776

    その他 124,009

純経常行政コスト 5,844,481

  臨時損失 8,731

    災害復旧事業費 8,731

    資産除売却損 -

    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 5,852,442

    その他 -

  臨時利益 769

    資産売却益 769



【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 40,083,487 40,607,551 -524,064

  純行政コスト（△） -5,852,442 -5,852,442

  財源 6,109,968 6,109,968

    税収等 3,761,198 3,761,198

    国県等補助金 2,348,770 2,348,770

  本年度差額 257,525 257,525

  固定資産等の変動（内部変動） 134,710 -134,710

    有形固定資産等の増加 1,093,116 -1,093,116

    有形固定資産等の減少 -1,146,458 1,146,458

    貸付金・基金等の増加 1,618,901 -1,618,901

    貸付金・基金等の減少 -1,430,850 1,430,850

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -71,855 -71,855

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 185,670 62,855 122,816

本年度末純資産残高 40,269,157 40,670,406 -401,249

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：一般会計等 （単位：千円）

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 5,050,293

    業務費用支出 3,283,911

      人件費支出 998,817

      物件費等支出 2,275,490

      支払利息支出 138

      その他の支出 9,465

    移転費用支出 1,766,383

      補助金等支出 881,973

      社会保障給付支出 325,304

      他会計への繰出支出 558,653

      その他の支出 452

  業務収入 6,291,955

    税収等収入 3,758,643

    国県等補助金収入 2,183,147

    使用料及び手数料収入 229,432

    その他の収入 120,734

  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 1,238,856

【投資活動収支】

  投資活動支出 2,683,729

    公共施設等整備費支出 1,093,116

    基金積立金支出 1,520,612

    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 1,562,365

    国県等補助金収入 159,698

    基金取崩収入 1,331,898

    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 -1,121,364

【財務活動収支】

  財務活動支出 15,523

    地方債償還支出 5,877

    その他の支出 9,646

  財務活動収入 -

    地方債発行収入 -

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 254,495

    その他の収入 -

財務活動収支 -15,523

本年度資金収支額 101,969

前年度末資金残高 138,597

本年度末資金残高 240,566


