
【様式第1号】

基山町：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 29,931,050   固定負債 10,409,657

    有形固定資産 26,441,902     地方債等 7,702,005

      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 2,317,853

        建物減価償却累計額 -7,073,451   流動負債 768,766

        工作物 1,697,228     １年内償還予定地方債等 628,736

        工作物減価償却累計額 -1,137,177     未払金 50,412

        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 68,231

        航空機 -     預り金 15,486

        航空機減価償却累計額 -     その他 5,901

        その他 - 負債合計 11,178,422

        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 30,793,133

      インフラ資産 14,283,283   余剰分（不足分） -10,694,694

        土地 2,805,494   他団体出資等分 -

        建物 66,189

        建物減価償却累計額 -8,048

        工作物 16,995,209

        工作物減価償却累計額 -5,576,770

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 1,210

      物品 578,342

      物品減価償却累計額 -314,873

    無形固定資産 895,858

      ソフトウェア 15,736

      その他 880,122

    投資その他の資産 2,593,291

      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 70,859

      長期貸付金 -

      基金 2,176,074

        減債基金 83,276

        その他 2,092,798

      その他 -

      徴収不能引当金 -5,109

  流動資産 1,345,811

    現金預金 439,100

    未収金 46,476

    短期貸付金 -

    基金 862,083

      財政調整基金 796,086

      減債基金 65,997

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -1,848

  繰延資産 - 純資産合計 20,098,439

資産合計 31,276,861 負債及び純資産合計 31,276,861

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：全体会計 （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 8,170,020

    業務費用 3,634,086

      人件費 1,172,046

        職員給与費 969,194

        賞与等引当金繰入額 68,231

        退職手当引当金繰入額 40,672

        その他 93,949

      物件費等 2,296,141

        物件費 1,509,436

        維持補修費 43,141

        減価償却費 742,782

        その他 781

      その他の業務費用 165,898

        支払利息 111,097

        徴収不能引当金繰入額 6,957

        その他 47,843

    移転費用 4,535,934

      補助金等 3,681,171

      社会保障給付 850,379

      その他 4,384

  経常収益 377,465

    使用料及び手数料 268,618

    その他 108,847

純経常行政コスト 7,792,555

  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 7,773,021



【様式第3号】

基山町：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 19,804,355 30,971,147 -11,166,791 -

  純行政コスト（△） -7,773,021 -7,773,021 -

  財源 8,036,427 8,036,427 -

    税収等 6,254,246 6,254,246 -

    国県等補助金 1,782,181 1,782,181 -

  本年度差額 263,406 263,406 -

  固定資産等の変動（内部変動） -178,014 178,014

    有形固定資産等の増加 474,866 -474,866

    有形固定資産等の減少 -753,639 753,639

    貸付金・基金等の増加 525,108 -525,108

    貸付金・基金等の減少 -424,349 424,349

  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 30,677 - 30,677

  本年度純資産変動額 294,084 -178,014 472,097 -

本年度末純資産残高 20,098,439 30,793,133 -10,694,694 -

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：全体会計 （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 7,473,101

    業務費用支出 2,937,167

      人件費支出 1,254,142

      物件費等支出 1,528,593

      支払利息支出 111,097

      その他の支出 43,335

    移転費用支出 4,535,934

      補助金等支出 3,681,171

      社会保障給付支出 850,379

      その他の支出 4,384

  業務収入 8,064,340

    税収等収入 6,139,436

    国県等補助金収入 1,533,319

    使用料及び手数料収入 284,529

    その他の収入 107,056

  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 587,429

【投資活動収支】

  投資活動支出 956,117

    公共施設等整備費支出 474,866

    基金積立金支出 449,545

    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 750,942

    国県等補助金収入 233,347

    基金取崩収入 335,286

    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 116,404

投資活動収支 -205,174

【財務活動収支】

  財務活動支出 750,951

    地方債等償還支出 745,049

    その他の支出 5,901

  財務活動収入 449,978

    地方債等発行収入 449,978

    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 439,100

財務活動収支 -300,973

本年度資金収支額 81,282

前年度末資金残高 342,333

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 423,616


