
【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 34,171,661   固定負債 11,936,057

    有形固定資産 29,400,719     地方債等 8,383,670

      事業用資産 13,697,019     長期未払金 -

        土地 5,843,449     退職手当引当金 1,075,151

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 14,197,927     その他 2,477,235

        建物減価償却累計額 -7,762,499   流動負債 1,020,191

        工作物 1,840,394     １年内償還予定地方債等 786,425

        工作物減価償却累計額 -1,225,602     未払金 96,773

        船舶 122     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -73     前受金 1,267

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 104,006

        航空機 -     預り金 25,791

        航空機減価償却累計額 -     その他 5,929

        その他 1,096,635 負債合計 12,956,248

        その他減価償却累計額 -643,949 【純資産の部】

        建設仮勘定 350,616   固定資産等形成分 35,043,683

      インフラ資産 15,224,658   余剰分（不足分） -11,857,971

        土地 2,880,217   他団体出資等分 -

        建物 220,232

        建物減価償却累計額 -94,348

        工作物 20,723,078

        工作物減価償却累計額 -8,645,658

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 141,137

      物品 1,370,882

      物品減価償却累計額 -891,839

    無形固定資産 1,309,775

      ソフトウェア 13,312

      その他 1,296,463

    投資その他の資産 3,461,166

      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 66,248

      長期貸付金 9,556

      基金 3,355,906

        減債基金 83,539

        その他 3,272,367

      その他 14,198

      徴収不能引当金 -4,109

  流動資産 1,970,299

    現金預金 982,578

    未収金 115,781

    短期貸付金 -

    基金 872,023

      財政調整基金 858,069

      減債基金 13,953

    棚卸資産 1,987

    その他 797

    徴収不能引当金 -2,866

  繰延資産 - 純資産合計 23,185,712

資産合計 36,141,960 負債及び純資産合計 36,141,960

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：連結会計 （単位：千円）

    資産売却益 123,838

    その他 231

純行政コスト 11,720,226

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 24,122

  臨時利益 124,069

  臨時損失 282,666

    災害復旧事業費 229,598

    資産除売却損 28,946

    使用料及び手数料 555,599

    その他 400,379

純経常行政コスト 11,561,629

      社会保障給付 990,516

      その他 3,283

  経常収益 955,978

        その他 125,645

    移転費用 7,377,422

      補助金等 6,383,623

      その他の業務費用 238,267

        支払利息 105,756

        徴収不能引当金繰入額 6,866

        維持補修費 114,930

        減価償却費 980,604

        その他 121,611

        その他 133,246

      物件費等 3,455,699

        物件費 2,238,554

        職員給与費 1,200,668

        賞与等引当金繰入額 104,006

        退職手当引当金繰入額 8,298

  経常費用 12,517,607

    業務費用 5,140,184

      人件費 1,446,218

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：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 22,833,658 35,263,149 -12,429,491 -

  純行政コスト（△） -11,720,226 -11,720,226 -

  財源 12,047,669 12,047,669 -

    税収等 7,449,369 7,449,369 -

    国県等補助金 4,598,300 4,598,300 -

  本年度差額 327,444 327,444 -

  固定資産等の変動（内部変動） -217,537 217,537

    有形固定資産等の増加 580,790 -580,790

    有形固定資産等の減少 -1,034,119 1,034,119

    貸付金・基金等の増加 1,192,259 -1,192,259

    貸付金・基金等の減少 -956,467 956,467

  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 -1,017 -4,531 3,514 -

  その他 23,025 0 23,025

  本年度純資産変動額 352,054 -219,466 571,520 -

本年度末純資産残高 23,185,712 35,043,683 -11,857,971 -

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：連結会計 （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 18,880

本年度歳計外現金増減額 -3,080

本年度末歳計外現金残高 15,800

本年度末現金預金残高 982,578

財務活動収支 -394,802

本年度資金収支額 260,959

前年度末資金残高 704,792

比例連結割合変更に伴う差額 1,026

本年度末資金残高 966,778

    地方債等償還支出 861,731

    その他の支出 16,525

  財務活動収入 483,453

    地方債等発行収入 474,008

    その他の収入 9,445

    資産売却収入 142,149

    その他の収入 25,693

投資活動収支 -442,581

【財務活動収支】

  財務活動支出 878,256

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,231,113

    国県等補助金収入 140,303

    基金取崩収入 894,803

    貸付金元金回収収入 28,164

  投資活動支出 1,673,694

    公共施設等整備費支出 580,790

    基金積立金支出 1,064,740

    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 429

  臨時収入 35,073

業務活動収支 1,098,342

【投資活動収支】

    税収等収入 7,417,592

    国県等補助金収入 4,369,192

    使用料及び手数料収入 567,618

    その他の収入 329,717

  臨時支出 230,027

    移転費用支出 7,377,422

      補助金等支出 6,383,623

      社会保障給付支出 990,516

      その他の支出 3,283

  業務収入 12,684,119

    業務費用支出 4,013,400

      人件費支出 1,420,792

      物件費等支出 2,361,417

      支払利息支出 105,756

      その他の支出 125,434

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 11,390,822


