
【様式第1号】

自治体名：柳津町

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 28,523,673   固定負債 3,374,104

    有形固定資産 26,227,539     地方債 2,775,721

      事業用資産 6,571,949     長期未払金 24,215

        土地 1,504,845     退職手当引当金 574,169

        立木竹 892,518     損失補償等引当金 -

        建物 11,810,236     その他 -

        建物減価償却累計額 -7,983,295   流動負債 447,756

        工作物 1,258,629     １年内償還予定地方債 384,609

        工作物減価償却累計額 -978,922     未払金 -

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 -

        浮標等 2,197     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -2,197     賞与等引当金 40,146

        航空機 -     預り金 23,000

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 3,821,860

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 67,939   固定資産等形成分 29,299,251

      インフラ資産 18,892,106   余剰分（不足分） -3,568,853

        土地 92,688

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        工作物 51,718,409

        工作物減価償却累計額 -32,988,435

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 69,443

      物品 1,341,141

      物品減価償却累計額 -577,657

    無形固定資産 2,904

      ソフトウェア 2,904

      その他 -

    投資その他の資産 2,293,230

      投資及び出資金 84,676

        有価証券 24,745

        出資金 59,931

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 4,016

      長期貸付金 871

      基金 2,203,763

        減債基金 464,153

        その他 1,739,609

      その他 -

      徴収不能引当金 -94

  流動資産 1,028,585

    現金預金 235,294

    未収金 981

    短期貸付金 606

    基金 774,972

      財政調整基金 774,972

      減債基金 -

    棚卸資産 16,796

    その他 -

    徴収不能引当金 -64 純資産合計 25,730,398

資産合計 29,552,258 負債及び純資産合計 29,552,258

貸借対照表
（平成30年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：柳津町

会計：一般会計等 （単位：千円）

    その他 -

純行政コスト 3,838,265

    その他 -

  臨時利益 3,683

    資産売却益 3,683

    資産除売却損 -

    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 3,814,518

  臨時損失 27,431

    災害復旧事業費 27,431

  経常収益 389,651

    使用料及び手数料 50,441

    その他 339,210

      社会保障給付 129,779

      他会計への繰出金 478,875

      その他 19,567

        その他 17,885

    移転費用 1,127,539

      補助金等 499,319

      その他の業務費用 28,169

        支払利息 10,126

        徴収不能引当金繰入額 158

        維持補修費 180,560

        減価償却費 1,336,017

        その他 -

        その他 173,215

      物件費等 2,352,769

        物件費 836,191

        職員給与費 482,331

        賞与等引当金繰入額 40,146

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 4,204,169

    業務費用 3,076,629

      人件費 695,691

行政コスト計算書
自　平成29年4月1日
至　平成30年3月31日

科目名 金額



【様式第3号】

自治体名：柳津町

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 26,184,983 29,974,629 -3,789,647

  純行政コスト（△） -3,838,265 -3,838,265

  財源 3,264,881 3,264,881

    税収等 2,609,711 2,609,711

    国県等補助金 655,170 655,170

  本年度差額 -573,385 -573,385

  固定資産等の変動（内部変動） -675,378 675,378

    有形固定資産等の増加 688,384 -688,384

    有形固定資産等の減少 -1,336,017 1,336,017

    貸付金・基金等の増加 37,918 -37,918

    貸付金・基金等の減少 -65,663 65,663

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 - -

  その他 118,800 - 118,800

  本年度純資産変動額 -454,585 -675,378 220,793

本年度末純資産残高 25,730,398 29,299,251 -3,568,853

純資産変動計算書
自　平成29年4月1日
至　平成30年3月31日



【様式第4号】

自治体名：柳津町

会計：一般会計等 （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 24,567

本年度歳計外現金増減額 -1,567

本年度末歳計外現金残高 23,000

本年度末現金預金残高 235,294

    その他の収入 -

財務活動収支 191,222

本年度資金収支額 13,402

前年度末資金残高 198,891

本年度末資金残高 212,293

  財務活動支出 519,278

    地方債償還支出 513,224

    その他の支出 6,054

  財務活動収入 710,500

    地方債発行収入 710,500

    貸付金元金回収収入 13,507

    資産売却収入 3,683

    その他の収入 -

投資活動収支 -337,691

【財務活動収支】

    貸付金支出 13,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 388,612

    国県等補助金収入 321,622

    基金取崩収入 49,800

【投資活動収支】

  投資活動支出 726,302

    公共施設等整備費支出 688,384

    基金積立金支出 24,918

    投資及び出資金支出 -

  臨時支出 27,431

    災害復旧事業費支出 27,431

    その他の支出 -

  臨時収入 13,985

業務活動収支 159,871

  業務収入 3,039,534

    税収等収入 2,612,333

    国県等補助金収入 319,563

    使用料及び手数料収入 50,485

    その他の収入 57,153

    移転費用支出 1,127,539

      補助金等支出 499,319

      社会保障給付支出 129,779

      他会計への繰出支出 478,875

      その他の支出 19,567

    業務費用支出 1,738,678

      人件費支出 694,915

      物件費等支出 1,016,752

      支払利息支出 10,126

      その他の支出 16,885

資金収支計算書
自　平成29年4月1日
至　平成30年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 2,866,217


