
【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 39,650,097   固定負債 418,935

    有形固定資産 26,909,818     地方債 -

      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 7,079

        建物減価償却累計額 -12,918,404   流動負債 86,014

        工作物 1,505,406     １年内償還予定地方債 -

        工作物減価償却累計額 -708,916     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 63,115

        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 504,949

        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 43,707,733

      インフラ資産 10,868,763   余剰分（不足分） -296,751

        土地 156,391

        建物 44,572

        建物減価償却累計額 -42,792

        工作物 19,575,382

        工作物減価償却累計額 -8,918,177

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 53,387

      物品 931,359

      物品減価償却累計額 -596,611

    無形固定資産 8,731

      ソフトウェア 8,731

      その他 -

    投資その他の資産 12,731,548

      投資及び出資金 46,979

        有価証券 -

        出資金 46,979

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 23,903

      長期貸付金 -

      基金 12,661,001

        減債基金 -

        その他 12,661,001

      その他 -

      徴収不能引当金 -336

  流動資産 4,265,835

    現金預金 199,053

    未収金 9,700

    短期貸付金 -

    基金 4,057,636

      財政調整基金 4,050,242

      減債基金 7,394

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -555 純資産合計 43,410,983

資産合計 43,915,932 負債及び純資産合計 43,915,932

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：一般会計等 （単位：千円）

    その他 -

純行政コスト 7,616,078

    その他 1,084,055

  臨時利益 205

    資産売却益 205

    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 -

純経常行政コスト 6,516,375

  臨時損失 1,099,908

    災害復旧事業費 15,853

  経常収益 400,840

    使用料及び手数料 190,777

    その他 210,063

      社会保障給付 321,158

      他会計への繰出金 817,079

      その他 548

        その他 20,600

    移転費用 1,961,545

      補助金等 822,760

      その他の業務費用 21,491

        支払利息 -

        徴収不能引当金繰入額 891

        維持補修費 281,060

        減価償却費 1,134,358

        その他 -

        その他 79,351

      物件費等 3,961,902

        物件費 2,546,485

        職員給与費 829,811

        賞与等引当金繰入額 63,115

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 6,917,215

    業務費用 4,955,670

      人件費 972,277

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：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 42,421,185 42,838,037 -416,853

  純行政コスト（△） -7,616,078 -7,616,078

  財源 8,606,109 8,606,109

    税収等 5,693,855 5,693,855

    国県等補助金 2,912,254 2,912,254

  本年度差額 990,031 990,031

  固定資産等の変動（内部変動） 869,929 -869,929

    有形固定資産等の増加 333,190 -333,190

    有形固定資産等の減少 -1,134,358 1,134,358

    貸付金・基金等の増加 2,229,852 -2,229,852

    貸付金・基金等の減少 -558,755 558,755

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 - -

  その他 -233 -233 -

  本年度純資産変動額 989,798 869,696 120,102

本年度末純資産残高 43,410,983 43,707,733 -296,751

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：一般会計等 （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 199,053

    その他の収入 -

財務活動収支 -12,716

本年度資金収支額 -5,419

前年度末資金残高 190,515

本年度末資金残高 185,096

  財務活動支出 12,716

    地方債償還支出 -

    その他の支出 12,716

  財務活動収入 -

    地方債発行収入 -

    貸付金元金回収収入 76,000

    資産売却収入 205

    その他の収入 211

投資活動収支 -1,997,885

【財務活動収支】

    貸付金支出 76,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 531,884

    国県等補助金収入 6,803

    基金取崩収入 448,665

【投資活動収支】

  投資活動支出 2,529,769

    公共施設等整備費支出 333,190

    基金積立金支出 2,100,579

    投資及び出資金支出 20,000

  臨時支出 1,099,908

    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 2,005,182

  業務収入 7,831,810

    税収等収入 5,691,040

    国県等補助金収入 1,854,062

    使用料及び手数料収入 190,765

    その他の収入 95,943

    移転費用支出 1,961,545

      補助金等支出 822,760

      社会保障給付支出 321,158

      他会計への繰出支出 817,079

      その他の支出 548

    業務費用支出 3,816,564

      人件費支出 970,245

      物件費等支出 2,827,545

      支払利息支出 -

      その他の支出 18,775

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 5,778,110


