
【様式第1号】

自治体名：基山町

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 31,410,973   固定負債 10,708,655

    有形固定資産 27,729,860     地方債等 7,851,699

      事業用資産 13,813,608     長期未払金 -

        土地 5,664,417     退職手当引当金 357,046

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 14,587,641     その他 2,499,909

        建物減価償却累計額 -7,554,159   流動負債 841,931

        工作物 1,976,318     １年内償還予定地方債等 649,535

        工作物減価償却累計額 -1,266,310     未払金 57,446

        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 90,224

        航空機 -     預り金 28,086

        航空機減価償却累計額 -     その他 16,640

        その他 - 負債合計 11,550,585

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 405,700   固定資産等形成分 32,163,970

      インフラ資産 13,725,998   余剰分（不足分） -10,983,562

        土地 2,818,402   他団体出資等分 -

        建物 66,189

        建物減価償却累計額 -19,410

        工作物 17,495,643

        工作物減価償却累計額 -6,710,601

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 75,776

      物品 602,572

      物品減価償却累計額 -412,319

    無形固定資産 880,026

      ソフトウェア 1,257

      その他 878,769

    投資その他の資産 2,801,087

      投資及び出資金 351,517

        有価証券 -

        出資金 351,517

        その他 -

      長期延滞債権 53,255

      長期貸付金 -

      基金 2,399,105

        減債基金 83,614

        その他 2,315,491

      その他 -

      徴収不能引当金 -2,789

  流動資産 1,320,020

    現金預金 522,000

    未収金 47,201

    短期貸付金 -

    基金 752,997

      財政調整基金 752,043

      減債基金 954

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -2,178

  繰延資産 - 純資産合計 21,180,408

資産合計 32,730,993 負債及び純資産合計 32,730,993

連結貸借対照表
（令和2年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：基山町

会計：全体会計 （単位：千円）

連結行政コスト計算書
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 8,824,178

    業務費用 4,134,468

      人件費 1,238,198

        職員給与費 1,030,130

        賞与等引当金繰入額 89,993

        退職手当引当金繰入額 21,485

        その他 96,590

      物件費等 2,719,751

        物件費 1,856,858

        維持補修費 97,064

        減価償却費 765,829

        その他 -

      その他の業務費用 176,519

        支払利息 80,630

        徴収不能引当金繰入額 4,279

        その他 91,610

    移転費用 4,689,711

      補助金等 3,490,299

      社会保障給付 1,191,284

      その他 8,127

  経常収益 451,567

    使用料及び手数料 292,921

    その他 158,646

純経常行政コスト 8,372,612

  臨時損失 420,527

    災害復旧事業費 419,370

    資産除売却損 1,157

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 5,883

    資産売却益 5,883

    その他 -

純行政コスト 8,787,256



【様式第3号】

自治体名：基山町

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 20,766,079 31,128,311 -10,362,232 -

  純行政コスト（△） -8,787,256 -8,787,256 -

  財源 9,176,345 9,176,345 -

    税収等 5,748,602 5,748,602 -

    国県等補助金 3,427,742 3,427,742 -

  本年度差額 389,089 389,089 -

  固定資産等の変動（内部変動） 1,030,002 -1,030,002

    有形固定資産等の増加 2,028,255 -2,028,255

    有形固定資産等の減少 -777,276 777,276

    貸付金・基金等の増加 738,194 -738,194

    貸付金・基金等の減少 -959,170 959,170

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 5,657 5,657

  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 19,583 - 19,583

  本年度純資産変動額 414,329 1,035,659 -621,330 -

本年度末純資産残高 21,180,408 32,163,970 -10,983,562 -

連結純資産変動計算書
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：全体会計 （単位：千円）

連結資金収支計算書
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 8,018,767

    業務費用支出 3,329,056

      人件費支出 1,215,749

      物件費等支出 1,941,044

      支払利息支出 80,630

      その他の支出 91,633

    移転費用支出 4,689,711

      補助金等支出 3,490,299

      社会保障給付支出 1,191,284

      その他の支出 8,127

  業務収入 8,884,437

    税収等収入 5,739,821

    国県等補助金収入 2,714,703

    使用料及び手数料収入 289,584

    その他の収入 140,330

  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 691,108

【投資活動収支】

  投資活動支出 2,283,022

    公共施設等整備費支出 1,601,308

    基金積立金支出 657,020

    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 1,353,528

    国県等補助金収入 426,544

    基金取崩収入 872,697

    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 13,418

投資活動収支 -929,495

【財務活動収支】

  財務活動支出 636,811

    地方債等償還支出 622,006

    その他の支出 14,805

  財務活動収入 828,520

    地方債等発行収入 828,520

    その他の収入 -

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 522,000

財務活動収支 191,709

本年度資金収支額 -46,678

前年度末資金残高 540,594

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 493,916


