
【様式第1号】

自治体名：基山町

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 26,217,437   固定負債 6,660,486

    有形固定資産 23,581,251     地方債 5,903,488

      事業用資産 13,810,242     長期未払金 -

        土地 5,664,417     退職手当引当金 355,052

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 14,587,641     その他 401,946

        建物減価償却累計額 -7,554,159   流動負債 671,524

        工作物 1,976,318     １年内償還予定地方債 539,086

        工作物減価償却累計額 -1,266,310     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 87,715

        航空機 -     預り金 28,083

        航空機減価償却累計額 -     その他 16,640

        その他 - 負債合計 7,332,010

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 402,334   固定資産等形成分 26,655,996

      インフラ資産 9,664,111   余剰分（不足分） -6,974,983

        土地 2,729,264

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        工作物 12,907,086

        工作物減価償却累計額 -6,033,954

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 61,716

      物品 433,337

      物品減価償却累計額 -326,439

    無形固定資産 -

      ソフトウェア -

      その他 -

    投資その他の資産 2,636,186

      投資及び出資金 351,517

        有価証券 -

        出資金 351,517

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 32,975

      長期貸付金 -

      基金 2,252,951

        減債基金 -

        その他 2,252,951

      その他 -

      徴収不能引当金 -1,257

  流動資産 795,586

    現金預金 343,342

    未収金 14,380

    短期貸付金 -

    基金 438,559

      財政調整基金 437,605

      減債基金 954

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -695 純資産合計 19,681,013

資産合計 27,013,023 負債及び純資産合計 27,013,023

貸借対照表
（令和2年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：基山町

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 6,576,197

    業務費用 3,715,159

      人件費 1,204,027

        職員給与費 1,001,137

        賞与等引当金繰入額 87,715

        退職手当引当金繰入額 21,485

        その他 93,690

      物件費等 2,412,640

        物件費 1,711,801

        維持補修費 83,274

        減価償却費 617,566

        その他 -

      その他の業務費用 98,492

        支払利息 41,978

        徴収不能引当金繰入額 1,952

        その他 54,562

    移転費用 2,861,038

      補助金等 1,340,327

      社会保障給付 1,191,284

      他会計への繰出金 321,299

      その他 8,127

  経常収益 252,905

    使用料及び手数料 121,308

    その他 131,597

純経常行政コスト 6,323,292

  臨時損失 419,370

    災害復旧事業費 419,370

    資産除売却損 0

    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 6,736,780

    その他 -

  臨時利益 5,883

    資産売却益 5,883



【様式第3号】

自治体名：基山町

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 19,306,448 25,465,065 -6,158,618

  純行政コスト（△） -6,736,780 -6,736,780

  財源 7,105,688 7,105,688

    税収等 5,170,956 5,170,956

    国県等補助金 1,934,732 1,934,732

  本年度差額 368,908 368,908

  固定資産等の変動（内部変動） 1,185,274 -1,185,274

    有形固定資産等の増加 1,983,073 -1,983,073

    有形固定資産等の減少 -627,856 627,856

    貸付金・基金等の増加 715,831 -715,831

    貸付金・基金等の減少 -885,774 885,774

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 5,657 5,657

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 374,565 1,190,931 -816,365

本年度末純資産残高 19,681,013 26,655,996 -6,974,983

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：基山町

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 5,933,285

    業務費用支出 3,072,247

      人件費支出 1,180,632

      物件費等支出 1,795,075

      支払利息支出 41,978

      その他の支出 54,562

    移転費用支出 2,861,038

      補助金等支出 1,340,327

      社会保障給付支出 1,191,284

      他会計への繰出支出 321,299

      その他の支出 8,127

  業務収入 6,699,069

    税収等収入 5,179,736

    国県等補助金収入 1,267,880

    使用料及び手数料収入 120,784

    その他の収入 130,669

  臨時支出 419,370

    災害復旧事業費支出 419,370

    その他の支出 -

  臨時収入 244,808

業務活動収支 591,222

【投資活動収支】

  投資活動支出 2,237,585

    公共施設等整備費支出 1,556,227

    基金積立金支出 656,663

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 24,695

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,286,487

    国県等補助金収入 422,044

    基金取崩収入 823,574

    貸付金元金回収収入 24,695

    資産売却収入 16,174

    その他の収入 -

投資活動収支 -951,098

【財務活動収支】

  財務活動支出 529,694

    地方債償還支出 514,888

    その他の支出 14,805

  財務活動収入 824,520

    地方債発行収入 824,520

前年度末歳計外現金残高 13,729

本年度歳計外現金増減額 14,355

本年度末歳計外現金残高 28,083

本年度末現金預金残高 343,342

    その他の収入 -

財務活動収支 294,826

本年度資金収支額 -65,050

前年度末資金残高 380,310

本年度末資金残高 315,259


