
【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 30,294,804   固定負債 10,193,961

    有形固定資産 26,464,118     地方債等 7,675,244

      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 351,027

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 12,991,240     その他 2,167,690

        建物減価償却累計額 -7,268,055   流動負債 776,070

        工作物 1,824,022     １年内償還予定地方債等 619,476

        工作物減価償却累計額 -1,221,381     未払金 50,538

        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 88,184

        航空機 -     預り金 13,738

        航空機減価償却累計額 -     その他 4,134

        その他 - 負債合計 10,970,030

        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 31,128,311

      インフラ資産 13,912,882   余剰分（不足分） -10,362,232

        土地 2,807,826   他団体出資等分 -

        建物 66,189

        建物減価償却累計額 -15,632

        工作物 17,338,458

        工作物減価償却累計額 -6,332,356

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 48,398

      物品 576,502

      物品減価償却累計額 -376,335

    無形固定資産 889,133

      ソフトウェア 5,862

      その他 883,270

    投資その他の資産 2,941,554

      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 58,988

      長期貸付金 -

      基金 2,534,273

        減債基金 83,539

        その他 2,450,734

      その他 -

      徴収不能引当金 -3,224

  流動資産 1,441,305

    現金預金 554,323

    未収金 55,826

    短期貸付金 -

    基金 833,507

      財政調整基金 819,554

      減債基金 13,953

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -2,351

  繰延資産 - 純資産合計 20,766,079

資産合計 31,736,109 負債及び純資産合計 31,736,109

連結貸借対照表
（平成31年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：基山町
会計：全体会計 （単位：千円）

    資産売却益 123,804

    その他 -

純行政コスト 8,245,133

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 23,693

  臨時利益 123,804

  臨時損失 275,865

    災害復旧事業費 229,598

    資産除売却損 22,574

    使用料及び手数料 265,944

    その他 223,683

純経常行政コスト 8,093,073

      社会保障給付 990,516

      その他 1,038

  経常収益 489,626

        その他 50,849

    移転費用 4,549,932

      補助金等 3,558,378

      その他の業務費用 145,489

        支払利息 89,064

        徴収不能引当金繰入額 5,575

        維持補修費 75,542

        減価償却費 764,254

        その他 -

        その他 94,494

      物件費等 2,681,138

        物件費 1,841,342

        職員給与費 1,023,463

        賞与等引当金繰入額 88,184

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 8,582,699

    業務費用 4,032,767

      人件費 1,206,141

連結行政コスト計算書
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：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 20,493,701 31,312,508 -10,818,807 -

  純行政コスト（△） -8,245,133 -8,245,133 -

  財源 8,495,380 8,495,380 -

    税収等 5,485,984 5,485,984 -

    国県等補助金 3,009,396 3,009,396 -

  本年度差額 250,247 250,247 -

  固定資産等の変動（内部変動） -186,800 186,800

    有形固定資産等の増加 457,141 -457,141

    有形固定資産等の減少 -811,372 811,372

    貸付金・基金等の増加 1,092,840 -1,092,840

    貸付金・基金等の減少 -925,408 925,408

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 2,603 2,603

  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 19,528 - 19,528

  本年度純資産変動額 272,378 -184,197 456,575 -

本年度末純資産残高 20,766,079 31,128,311 -10,362,232 -

連結純資産変動計算書
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：全体会計 （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 554,323

財務活動収支 -188,227

本年度資金収支額 179,885

前年度末資金残高 360,709

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 540,594

    地方債等償還支出 609,632

    その他の支出 4,134

  財務活動収入 425,540

    地方債等発行収入 425,540

    その他の収入 -

    資産売却収入 142,116

    その他の収入 11,811

投資活動収支 -322,603

【財務活動収支】

  財務活動支出 613,767

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,188,073

    国県等補助金収入 140,303

    基金取崩収入 865,679

    貸付金元金回収収入 28,164

  投資活動支出 1,510,675

    公共施設等整備費支出 457,141

    基金積立金支出 1,025,370

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 28,164

    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 690,714

【投資活動収支】

    税収等収入 5,461,502

    国県等補助金収入 2,791,173

    使用料及び手数料収入 278,639

    その他の収入 153,170

  臨時支出 229,598

    移転費用支出 4,549,932

      補助金等支出 3,558,378

      社会保障給付支出 990,516

      その他の支出 1,038

  業務収入 8,684,483

    業務費用支出 3,249,081

      人件費支出 1,188,636

      物件費等支出 1,920,532

      支払利息支出 89,064

      その他の支出 50,849

連結資金収支計算書
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 7,799,013


