
【様式第1号】

自治体名：基山町

会計：連結会計 （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 35,171,349   固定負債 12,329,576

    有形固定資産 30,551,737     地方債等 8,443,442

      事業用資産 15,065,410     長期未払金 -

        土地 5,831,951     退職手当引当金 1,078,958

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 15,767,532     その他 2,807,176

        建物減価償却累計額 -8,067,487   流動負債 1,090,891

        工作物 1,992,384     １年内償還予定地方債等 814,022

        工作物減価償却累計額 -1,271,131     未払金 113,567

        船舶 122     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -97     前受金 555

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 106,780

        航空機 -     預り金 38,121

        航空機減価償却累計額 -     その他 17,847

        その他 1,107,143 負債合計 13,420,468

        その他減価償却累計額 -702,133 【純資産の部】

        建設仮勘定 407,127   固定資産等形成分 35,950,510

      インフラ資産 15,007,261   余剰分（不足分） -12,337,758

        土地 2,890,235   他団体出資等分 -

        建物 218,950

        建物減価償却累計額 -99,839

        工作物 20,879,472

        工作物減価償却累計額 -9,067,830

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 186,274

      物品 1,396,851

      物品減価償却累計額 -917,785

    無形固定資産 1,276,085

      ソフトウェア 6,430

      その他 1,269,655

    投資その他の資産 3,343,527

      投資及び出資金 19,367

        有価証券 -

        出資金 19,367

        その他 -

      長期延滞債権 63,034

      長期貸付金 -

      基金 3,253,859

        減債基金 83,614

        その他 3,170,244

      その他 13,373

      徴収不能引当金 -6,106

  流動資産 1,861,871

    現金預金 977,291

    未収金 105,493

    短期貸付金 -

    基金 779,161

      財政調整基金 778,207

      減債基金 954

    棚卸資産 2,107

    その他 360

    徴収不能引当金 -2,542

  繰延資産 - 純資産合計 23,612,752

資産合計 37,033,220 負債及び純資産合計 37,033,220

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：連結会計 （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 12,775,472

    業務費用 5,134,614

      人件費 1,487,207

        職員給与費 1,210,214

        賞与等引当金繰入額 106,549

        退職手当引当金繰入額 34,133

        その他 136,310

      物件費等 3,373,351

        物件費 2,264,846

        維持補修費 135,023

        減価償却費 973,430

        その他 52

      その他の業務費用 274,056

        支払利息 94,061

        徴収不能引当金繰入額 7,960

        その他 172,035

    移転費用 7,640,859

      補助金等 6,433,520

      社会保障給付 1,191,284

      その他 16,054

  経常収益 783,917

    使用料及び手数料 580,772

    その他 203,145

純経常行政コスト 11,991,555

  臨時損失 427,171

    災害復旧事業費 419,370

    資産除売却損 5,327

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 2,474

  臨時利益 6,763

    資産売却益 5,970

    その他 793

純行政コスト 12,411,962



【様式第3号】

自治体名：基山町

会計：連結会計 （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 23,185,712 35,043,683 -11,857,971 -

  純行政コスト（△） -12,411,962 -12,411,962 -

  財源 12,832,718 12,832,718 -

    税収等 7,770,039 7,770,039 -

    国県等補助金 5,062,679 5,062,679 -

  本年度差額 420,755 420,755 -

  固定資産等の変動（内部変動） 929,287 -929,287

    有形固定資産等の増加 2,128,205 -2,128,205

    有形固定資産等の減少 -989,048 989,048

    貸付金・基金等の増加 797,023 -797,023

    貸付金・基金等の減少 -1,006,894 1,006,894

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 6,010 6,010

  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 -26,252 -31,996 5,744 -

  その他 26,527 3,527 23,000

  本年度純資産変動額 427,040 906,827 -479,787 -

本年度末純資産残高 23,612,752 35,950,510 -12,337,758 -

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：連結会計 （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 11,744,865

    業務費用支出 4,104,006

      人件費支出 1,453,594

      物件費等支出 2,384,740

      支払利息支出 94,061

      その他の支出 171,611

    移転費用支出 7,640,859

      補助金等支出 6,433,520

      社会保障給付支出 1,191,284

      その他の支出 16,054

  業務収入 12,863,392

    税収等収入 7,754,434

    国県等補助金収入 4,340,709

    使用料及び手数料収入 581,916

    その他の収入 186,333

  臨時支出 422,628

    災害復旧事業費支出 420,154

    その他の支出 2,474

  臨時収入 245,601

業務活動収支 941,501

【投資活動収支】

  投資活動支出 2,453,279

    公共施設等整備費支出 1,701,258

    基金積立金支出 727,326

    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 1,417,454

    国県等補助金収入 426,544

    基金取崩収入 910,028

    貸付金元金回収収入 31,761

    資産売却収入 16,261

    その他の収入 32,860

投資活動収支 -1,035,825

【財務活動収支】

  財務活動支出 806,337

    地方債等償還支出 789,804

    その他の支出 16,533

  財務活動収入 881,302

    地方債等発行収入 880,779

    その他の収入 523

前年度末歳計外現金残高 15,800

本年度歳計外現金増減額 13,235

本年度末歳計外現金残高 29,035

本年度末現金預金残高 977,291

財務活動収支 74,965

本年度資金収支額 -19,359

前年度末資金残高 966,778

比例連結割合変更に伴う差額 837

本年度末資金残高 948,256


