
【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 24,945,769   固定負債 5,956,563

    有形固定資産 22,216,243     地方債 5,620,584

      事業用資産 12,351,069     長期未払金 -

        土地 5,674,627     退職手当引当金 333,567

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 12,991,240     その他 2,412

        建物減価償却累計額 -7,268,055   流動負債 616,027

        工作物 1,824,022     １年内償還予定地方債 512,359

        工作物減価償却累計額 -1,221,381     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 85,805

        航空機 -     預り金 13,729

        航空機減価償却累計額 -     その他 4,134

        その他 - 負債合計 6,572,589

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 350,616   固定資産等形成分 25,465,065

      インフラ資産 9,754,861   余剰分（不足分） -6,158,618

        土地 2,718,688

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        工作物 12,775,638

        工作物減価償却累計額 -5,784,073

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 44,608

      物品 410,169

      物品減価償却累計額 -299,855

    無形固定資産 4,134

      ソフトウェア 4,134

      その他 -

    投資その他の資産 2,725,392

      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 36,248

      長期貸付金 -

      基金 2,339,125

        減債基金 -

        その他 2,339,125

      その他 -

      徴収不能引当金 -1,499

  流動資産 933,268

    現金預金 394,038

    未収金 20,877

    短期貸付金 -

    基金 519,296

      財政調整基金 505,343

      減債基金 13,953

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -944 純資産合計 19,306,448

資産合計 25,879,037 負債及び純資産合計 25,879,037

貸借対照表
（平成31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）

    その他 -

純行政コスト 6,295,387

    その他 6,233

  臨時利益 123,804

    資産売却益 123,804

    資産除売却損 21,180

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

純経常行政コスト 6,162,180

  臨時損失 257,011

    災害復旧事業費 229,598

  経常収益 309,424

    使用料及び手数料 101,001

    その他 208,424

      社会保障給付 990,516

      他会計への繰出金 325,360

      その他 983

        その他 28,368

    移転費用 2,849,880

      補助金等 1,533,022

      その他の業務費用 79,231

        支払利息 48,421

        徴収不能引当金繰入額 2,443

        維持補修費 59,917

        減価償却費 612,758

        その他 -

        その他 91,751

      物件費等 2,373,586

        物件費 1,700,911

        職員給与費 991,351

        賞与等引当金繰入額 85,805

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 6,471,605

    業務費用 3,621,724

      人件費 1,168,907

行政コスト計算書
自　平成30年4月1日
至　平成31年3月31日

科目名 金額



【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 19,056,206 25,566,018 -6,509,812

  純行政コスト（△） -6,295,387 -6,295,387

  財源 6,543,321 6,543,321

    税収等 5,052,841 5,052,841

    国県等補助金 1,490,480 1,490,480

  本年度差額 247,934 247,934

  固定資産等の変動（内部変動） -103,555 103,555

    有形固定資産等の増加 418,761 -418,761

    有形固定資産等の減少 -658,483 658,483

    貸付金・基金等の増加 998,161 -998,161

    貸付金・基金等の減少 -861,994 861,994

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 2,603 2,603

  その他 -295 - -295

  本年度純資産変動額 250,242 -100,952 351,194

本年度末純資産残高 19,306,448 25,465,065 -6,158,618

純資産変動計算書
自　平成30年4月1日
至　平成31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）

前年度末歳計外現金残高 18,045

本年度歳計外現金増減額 -4,316

本年度末歳計外現金残高 13,729

本年度末現金預金残高 394,038

    その他の収入 -

財務活動収支 -87,978

本年度資金収支額 216,311

前年度末資金残高 163,999

本年度末資金残高 380,310

  財務活動支出 509,518

    地方債償還支出 505,384

    その他の支出 4,134

  財務活動収入 421,540

    地方債発行収入 421,540

    貸付金元金回収収入 28,164

    資産売却収入 142,116

    その他の収入 -

投資活動収支 -267,319

【財務活動収支】

    貸付金支出 28,164

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,124,217

    国県等補助金収入 135,803

    基金取崩収入 818,135

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,391,536

    公共施設等整備費支出 418,761

    基金積立金支出 944,612

    投資及び出資金支出 -

  臨時支出 229,598

    災害復旧事業費支出 229,598

    その他の支出 -

  臨時収入 34,842

業務活動収支 571,607

  業務収入 6,604,660

    税収等収入 5,044,724

    国県等補助金収入 1,319,835

    使用料及び手数料収入 100,523

    その他の収入 139,579

    移転費用支出 2,849,880

      補助金等支出 1,533,022

      社会保障給付支出 990,516

      他会計への繰出支出 325,360

      その他の支出 983

    業務費用支出 2,988,417

      人件費支出 1,150,800

      物件費等支出 1,760,828

      支払利息支出 48,421

      その他の支出 28,368

資金収支計算書
自　平成30年4月1日
至　平成31年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 5,838,297


