
【様式第1号】

基山町：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 24,273,011   固定負債 5,846,863

    有形固定資産 21,959,615     地方債等 5,446,679

      事業用資産 11,895,149     長期未払金 -

        土地 5,554,207     退職手当引当金 389,798

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 12,854,341     その他 10,386

        建物減価償却累計額 -7,073,451   流動負債 614,818

        工作物 1,697,228     １年内償還予定地方債等 527,512

        工作物減価償却累計額 -1,137,177     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 65,920

        航空機 -     預り金 15,484

        航空機減価償却累計額 -     その他 5,901

        その他 - 負債合計 6,461,681

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 -   固定資産等形成分 24,901,457

      インフラ資産 9,916,989   余剰分（不足分） -6,160,488

        土地 2,716,355   他団体出資等分 -

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        工作物 12,494,828

        工作物減価償却累計額 -5,294,194

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 -

      物品 411,711

      物品減価償却累計額 -264,234

    無形固定資産 14,170

      ソフトウェア 14,170

      その他 -

    投資その他の資産 2,299,227

      投資及び出資金 351,467

        有価証券 -

        出資金 351,467

        その他 -

      長期延滞債権 35,980

      長期貸付金 -

      基金 1,913,530

        減債基金 -

        その他 1,913,530

      その他 -

      徴収不能引当金 -1,751

  流動資産 929,639

    現金預金 287,723

    未収金 14,134

    短期貸付金 -

    基金 628,446

      財政調整基金 562,449

      減債基金 65,997

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -665

  繰延資産 - 純資産合計 18,740,969

資産合計 25,202,650 負債及び純資産合計 25,202,650

連結貸借対照表
（平成29年3月31日現在）



【様式第2号】

基山町：一般会計等 （単位：千円）

連結行政コスト計算書
自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日

科目名 金額
  経常費用 5,588,470

    業務費用 3,180,646

      人件費 1,124,182

        職員給与費 927,488

        賞与等引当金繰入額 65,920

        退職手当引当金繰入額 40,672

        その他 90,102

      物件費等 1,960,975

        物件費 1,370,494

        維持補修費 22,610

        減価償却費 567,090

        その他 781

      その他の業務費用 95,489

        支払利息 66,867

        徴収不能引当金繰入額 2,416

        その他 26,206

    移転費用 2,407,823

      補助金等 1,241,537

      社会保障給付 850,379

      その他 4,384

  経常収益 188,116

    使用料及び手数料 87,918

    その他 100,198

純経常行政コスト 5,400,353

  臨時損失 3,810

    災害復旧事業費 3,810

    資産除売却損 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 23,343

    資産売却益 23,343

    その他 -

純行政コスト 5,380,820



【様式第3号】

基山町：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) 他団体出資等分
前年度末純資産残高 18,481,431 25,020,055 -6,538,624 -

  純行政コスト（△） -5,380,820 -5,380,820 -

  財源 5,640,358 5,640,358 -

    税収等 4,528,647 4,528,647 -

    国県等補助金 1,111,711 1,111,711 -

  本年度差額 259,539 259,539 -

  固定資産等の変動（内部変動） -118,597 118,597

    有形固定資産等の増加 365,797 -365,797

    有形固定資産等の減少 -577,946 577,946

    貸付金・基金等の増加 419,088 -419,088

    貸付金・基金等の減少 -325,536 325,536

  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 - - -

  本年度純資産変動額 259,539 -118,597 378,136 -

本年度末純資産残高 18,740,969 24,901,457 -6,160,488 -

連結純資産変動計算書
自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日



【様式第4号】

基山町：一般会計等 （単位：千円）

連結資金収支計算書
自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日

科目名 金額
【業務活動収支】

  業務支出 5,099,726

    業務費用支出 2,691,902

      人件費支出 1,205,940

      物件費等支出 1,393,886

      支払利息支出 66,867

      その他の支出 25,210

    移転費用支出 2,407,823

      補助金等支出 1,241,537

      社会保障給付支出 850,379

      その他の支出 4,384

  業務収入 5,633,912

    税収等収入 4,526,433

    国県等補助金収入 915,401

    使用料及び手数料収入 92,782

    その他の収入 99,296

  臨時支出 3,810

    災害復旧事業費支出 3,810

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 530,377

【投資活動収支】

  投資活動支出 778,795

    公共施設等整備費支出 365,797

    基金積立金支出 381,292

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 31,705

    その他の支出 -

  投資活動収入 547,051

    国県等補助金収入 196,310

    基金取崩収入 284,836

    貸付金元金回収収入 31,705

    資産売却収入 34,200

    その他の収入 -

投資活動収支 -231,744

【財務活動収支】

  財務活動支出 653,195

    地方債等償還支出 647,293

    その他の支出 5,901

  財務活動収入 413,978

    地方債等発行収入 413,978

    その他の収入 -

前年度末歳計外現金残高 15,996

本年度歳計外現金増減額 -511

本年度末歳計外現金残高 15,484

本年度末現金預金残高 287,723

財務活動収支 -239,217

本年度資金収支額 59,417

前年度末資金残高 212,822

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 272,239


