
【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 47,926,364   固定負債 5,284,971

    有形固定資産 35,081,691     地方債等 2,426,156

      事業用資産 15,706,307     長期未払金 -

        土地 2,902,626     退職手当引当金 411,856

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 24,914,404     その他 2,446,958

        建物減価償却累計額 -12,918,404   流動負債 308,524

        工作物 1,505,406     １年内償還予定地方債等 180,882

        工作物減価償却累計額 -708,916     未払金 34,382

        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 70,362

        航空機 -     預り金 13,957

        航空機減価償却累計額 -     その他 8,942

        その他 - 負債合計 5,593,495

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 11,191   固定資産等形成分 51,986,378

      インフラ資産 17,586,975   余剰分（不足分） -5,112,602

        土地 306,674   他団体出資等分 -

        建物 1,274,414

        建物減価償却累計額 -492,282

        工作物 28,949,258

        工作物減価償却累計額 -12,512,676

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 61,587

      物品 5,265,681

      物品減価償却累計額 -3,477,273

    無形固定資産 11,865

      ソフトウェア 11,865

      その他 -

    投資その他の資産 12,832,808

      投資及び出資金 46,979

        有価証券 -

        出資金 46,979

        その他 -

      長期延滞債権 35,341

      長期貸付金 -

      基金 12,751,121

        減債基金 -

        その他 12,751,121

      その他 -

      徴収不能引当金 -633

  流動資産 4,540,908

    現金預金 457,014

    未収金 24,714

    短期貸付金 -

    基金 4,060,014

      財政調整基金 4,050,242

      減債基金 9,772

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -835

  繰延資産 - 純資産合計 46,873,776

資産合計 52,467,271 負債及び純資産合計 52,467,271

連結貸借対照表
（令和3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）

    資産売却益 205

    その他 -

純行政コスト 9,464,647

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 1,084,055

  臨時利益 205

  臨時損失 1,099,908

    災害復旧事業費 15,853

    資産除売却損 -

    使用料及び手数料 376,190

    その他 216,745

純経常行政コスト 8,364,944

      社会保障給付 321,529

      その他 240,829

  経常収益 592,935

        その他 105,833

    移転費用 3,036,623

      補助金等 2,474,266

      その他の業務費用 160,554

        支払利息 53,342

        徴収不能引当金繰入額 1,379

        維持補修費 314,379

        減価償却費 1,541,251

        その他 -

        その他 82,607

      物件費等 4,695,256

        物件費 2,839,626

        職員給与費 910,873

        賞与等引当金繰入額 70,362

        退職手当引当金繰入額 1,604

  経常費用 8,957,879

    業務費用 5,921,256

      人件費 1,065,446

連結行政コスト計算書
自　令和2年4月1日

至　令和3年3月31日

科目名 金額



【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 46,008,543 51,326,109 -5,317,566 -

  純行政コスト（△） -9,464,647 -9,464,647 -

  財源 10,250,646 10,250,646 -

    税収等 6,304,992 6,304,992 -

    国県等補助金 3,945,655 3,945,655 -

  本年度差額 785,999 785,999 -

  固定資産等の変動（内部変動） 660,502 -660,502

    有形固定資産等の増加 540,312 -540,312

    有形固定資産等の減少 -1,541,251 1,541,251

    貸付金・基金等の増加 2,249,777 -2,249,777

    貸付金・基金等の減少 -588,336 588,336

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 - -

  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 79,235 -233 79,467

  本年度純資産変動額 865,234 660,269 204,964 -

本年度末純資産残高 46,873,776 51,986,378 -5,112,602 -

連結純資産変動計算書
自　令和2年4月1日

至　令和3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）

前年度末歳計外現金残高 24,163

本年度歳計外現金増減額 -10,205

本年度末歳計外現金残高 13,957

本年度末現金預金残高 457,014

財務活動収支 -190,178

本年度資金収支額 -82,135

前年度末資金残高 525,192

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 443,057

    地方債等償還支出 177,462

    その他の支出 12,716

  財務活動収入 -

    地方債等発行収入 -

    その他の収入 -

    資産売却収入 205

    その他の収入 240,269

投資活動収支 -1,956,503

【財務活動収支】

  財務活動支出 190,178

    その他の支出 -

  投資活動収入 780,466

    国県等補助金収入 6,803

    基金取崩収入 457,190

    貸付金元金回収収入 76,000

  投資活動支出 2,736,970

    公共施設等整備費支出 540,312

    基金積立金支出 2,100,657

    投資及び出資金支出 20,000

    貸付金支出 76,000

    災害復旧事業費支出 15,853

    その他の支出 1,084,055

  臨時収入 1,051,390

業務活動収支 2,064,545

【投資活動収支】

    税収等収入 6,198,532

    国県等補助金収入 2,867,769

    使用料及び手数料収入 372,087

    その他の収入 102,620

  臨時支出 1,099,908

    移転費用支出 3,036,623

      補助金等支出 2,474,266

      社会保障給付支出 321,529

      その他の支出 240,829

  業務収入 9,541,008

    業務費用支出 4,391,320

      人件費支出 1,062,564

      物件費等支出 3,171,698

      支払利息支出 53,342

      その他の支出 103,716

連結資金収支計算書
自　令和2年4月1日

至　令和3年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 7,427,944


