
【様式第1号】

自治体名：柳津町

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 35,033,891   固定負債 4,991,598

    有形固定資産 32,616,954     地方債等 4,393,214

      事業用資産 6,590,241     長期未払金 24,215

        土地 1,514,026     退職手当引当金 574,169

        立木竹 892,518     損失補償等引当金 -

        建物 11,908,803     その他 -

        建物減価償却累計額 -8,072,752   流動負債 591,978

        工作物 1,258,629     １年内償還予定地方債等 522,687

        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 46,290

        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 5,583,576

        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 35,809,469

      インフラ資産 25,262,351   余剰分（不足分） -5,248,290

        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 1,445,422

      物品減価償却累計額 -681,060

    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 2,414,033

      投資及び出資金 84,676

        有価証券 24,745

        出資金 59,931

        その他 -

      長期延滞債権 14,979

      長期貸付金 871

      基金 2,314,194

        減債基金 464,153

        その他 1,850,040

      その他 -

      徴収不能引当金 -685

  流動資産 1,110,863

    現金預金 305,591

    未収金 3,393

    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 26,366

    その他 -

    徴収不能引当金 -64

  繰延資産 - 純資産合計 30,561,179

資産合計 36,144,755 負債及び純資産合計 36,144,755

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：全体会計 （単位：千円）

    資産売却益 3,683

    その他 -

純行政コスト 4,793,664

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 3,683

  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 143,890

    その他 398,630

純経常行政コスト 4,769,916

      社会保障給付 129,779

      その他 25,373

  経常収益 542,519

        その他 37,181

    移転費用 1,680,922

      補助金等 1,525,770

      その他の業務費用 73,348

        支払利息 35,418

        徴収不能引当金繰入額 749

        維持補修費 218,773

        減価償却費 1,564,081

        その他 -

        その他 186,296

      物件費等 2,779,726

        物件費 996,873

        職員給与費 545,853

        賞与等引当金繰入額 46,290

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 5,312,435

    業務費用 3,631,513

      人件費 778,440

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：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 30,986,633 36,346,792 -5,360,159 -

  純行政コスト（△） -4,793,664 -4,793,664 -

  財源 4,368,208 4,368,208 -

    税収等 3,166,118 3,166,118 -

    国県等補助金 1,202,090 1,202,090 -

  本年度差額 -425,456 -425,456 -

  固定資産等の変動（内部変動） -537,322 537,322

    有形固定資産等の増加 1,089,097 -1,089,097

    有形固定資産等の減少 -1,564,081 1,564,081

    貸付金・基金等の増加 40,990 -40,990

    貸付金・基金等の減少 -103,328 103,328

  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 - - - -

  その他 2 - 2

  本年度純資産変動額 -425,454 -537,322 111,868 -

本年度末純資産残高 30,561,179 35,809,469 -5,248,290 -

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：全体会計 （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 305,591

財務活動収支 199,738

本年度資金収支額 33,123

前年度末資金残高 249,468

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 282,591

    地方債等償還支出 649,909

    その他の支出 6,054

  財務活動収入 855,700

    地方債等発行収入 855,700

    その他の収入 -

    資産売却収入 3,683

    その他の収入 -

投資活動収支 -571,649

【財務活動収支】

  財務活動支出 655,962

    その他の支出 -

  投資活動収入 558,275

    国県等補助金収入 453,666

    基金取崩収入 87,419

    貸付金元金回収収入 13,507

  投資活動支出 1,129,924

    公共施設等整備費支出 1,089,097

    基金積立金支出 27,827

    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 405,034

【投資活動収支】

    税収等収入 3,170,139

    国県等補助金収入 734,439

    使用料及び手数料収入 143,502

    その他の収入 115,777

  臨時支出 27,431

    移転費用支出 1,680,922

      補助金等支出 1,525,770

      社会保障給付支出 129,779

      その他の支出 25,373

  業務収入 4,163,856

    業務費用支出 2,064,455

      人件費支出 777,211

      物件費等支出 1,215,645

      支払利息支出 35,418

      その他の支出 36,181

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 3,745,377


