
【様式第1号】

自治体名：柳津町

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 35,233,862   固定負債 5,084,556

    有形固定資産 32,770,240     地方債等 4,405,667

      事業用資産 6,723,440     長期未払金 24,215

        土地 1,529,481     退職手当引当金 635,607

        立木竹 892,518     損失補償等引当金 -

        建物 12,204,411     その他 19,068

        建物減価償却累計額 -8,271,620   流動負債 599,875

        工作物 1,295,526     １年内償還予定地方債等 524,701

        工作物減価償却累計額 -1,009,275     未払金 185

        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 51,589

        航空機 -     預り金 23,400

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 5,684,431

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 82,399   固定資産等形成分 36,024,489

      インフラ資産 25,262,351   余剰分（不足分） -5,236,065

        土地 98,637   他団体出資等分 -

        建物 3,712,546

        建物減価償却累計額 -1,539,824

        工作物 57,705,998

        工作物減価償却累計額 -34,784,449

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 69,443

      物品 1,488,806

      物品減価償却累計額 -704,356

    無形固定資産 2,972

      ソフトウェア 2,972

      その他 -

    投資その他の資産 2,460,651

      投資及び出資金 57,281

        有価証券 3,345

        出資金 53,936

        その他 -

      長期延滞債権 15,006

      長期貸付金 871

      基金 2,388,170

        減債基金 464,153

        その他 1,924,017

      その他 8

      徴収不能引当金 -685

  流動資産 1,238,992

    現金預金 414,286

    未収金 7,756

    短期貸付金 606

    基金 790,020

      財政調整基金 790,020

      減債基金 -

    棚卸資産 26,366

    その他 22

    徴収不能引当金 -64

  繰延資産 - 純資産合計 30,788,423

資産合計 36,472,854 負債及び純資産合計 36,472,854

連結貸借対照表
（平成30年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：柳津町

会計：連結会計 （単位：千円）

    資産売却益 3,697

    その他 -

純行政コスト 5,566,875

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 3,697

  臨時損失 27,431

    災害復旧事業費 27,431

    資産除売却損 -

    使用料及び手数料 147,892

    その他 692,983

純経常行政コスト 5,543,141

      社会保障給付 129,779

      その他 33,727

  経常収益 840,875

        その他 52,346

    移転費用 2,316,940

      補助金等 2,153,434

      その他の業務費用 88,574

        支払利息 35,479

        徴収不能引当金繰入額 749

        維持補修費 229,023

        減価償却費 1,584,116

        その他 16

        その他 235,191

      物件費等 3,011,092

        物件費 1,197,936

        職員給与費 680,630

        賞与等引当金繰入額 51,589

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 6,384,016

    業務費用 4,067,076

      人件費 967,411

連結行政コスト計算書
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：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 31,237,328 36,574,498 -5,337,170 -

  純行政コスト（△） -5,566,875 -5,566,875 -

  財源 5,145,370 5,145,370 -

    税収等 3,413,016 3,413,016 -

    国県等補助金 1,732,355 1,732,355 -

  本年度差額 -421,504 -421,504 -

  固定資産等の変動（内部変動） -535,808 535,808

    有形固定資産等の増加 1,108,471 -1,108,471

    有形固定資産等の減少 -1,582,651 1,582,651

    貸付金・基金等の増加 51,491 -51,491

    貸付金・基金等の減少 -113,119 113,119

  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 0 13,199 -13,199 -

  その他 -27,401 -27,400 -1

  本年度純資産変動額 -448,905 -550,009 101,104 -

本年度末純資産残高 30,788,423 36,024,489 -5,236,065 -

連結純資産変動計算書
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：連結会計 （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 24,963

本年度歳計外現金増減額 -1,563

本年度末歳計外現金残高 23,400

本年度末現金預金残高 414,286

財務活動収支 201,346

本年度資金収支額 28,202

前年度末資金残高 362,683

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 390,886

    地方債等償還支出 651,091

    その他の支出 6,056

  財務活動収入 858,492

    地方債等発行収入 858,492

    その他の収入 -

    資産売却収入 3,697

    その他の収入 -

投資活動収支 -591,580

【財務活動収支】

  財務活動支出 657,147

    その他の支出 -

  投資活動収入 568,174

    国県等補助金収入 453,759

    基金取崩収入 97,211

    貸付金元金回収収入 13,507

  投資活動支出 1,159,754

    公共施設等整備費支出 1,108,452

    基金積立金支出 38,302

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 13,000

    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 418,437

【投資活動収支】

    税収等収入 3,417,037

    国県等補助金収入 1,264,610

    使用料及び手数料収入 147,504

    その他の収入 410,134

  臨時支出 27,431

    移転費用支出 2,309,742

      補助金等支出 2,153,898

      社会保障給付支出 129,779

      その他の支出 26,065

  業務収入 5,239,286

    業務費用支出 2,497,662

      人件費支出 976,008

      物件費等支出 1,434,994

      支払利息支出 35,479

      その他の支出 51,181

連結資金収支計算書
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 4,807,403


