
【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 27,567,403   固定負債 3,271,811

    有形固定資産 25,334,675     地方債 2,772,961

      事業用資産 6,598,610     長期未払金 -

        土地 1,504,845     退職手当引当金 498,850

        立木竹 892,518     損失補償等引当金 -

        建物 12,015,320     その他 -

        建物減価償却累計額 -8,219,873   流動負債 451,140

        工作物 1,352,739     １年内償還予定地方債 384,609

        工作物減価償却累計額 -1,011,682     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 41,075

        航空機 -     預り金 25,455

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 3,722,951

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 64,744   固定資産等形成分 28,343,047

      インフラ資産 17,944,981   余剰分（不足分） -3,478,281

        土地 92,889

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        工作物 51,843,164

        工作物減価償却累計額 -34,035,027

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 43,955

      物品 1,376,491

      物品減価償却累計額 -585,407

    無形固定資産 2,323

      ソフトウェア 2,323

      その他 -

    投資その他の資産 2,230,405

      投資及び出資金 40,156

        有価証券 24,745

        出資金 15,411

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 3,988

      長期貸付金 487

      基金 2,185,871

        減債基金 406,911

        その他 1,778,960

      その他 -

      徴収不能引当金 -96

  流動資産 1,020,315

    現金預金 226,254

    未収金 1,767

    短期貸付金 606

    基金 775,039

      財政調整基金 775,039

      減債基金 -

    棚卸資産 16,796

    その他 -

    徴収不能引当金 -146 純資産合計 24,864,767

資産合計 28,587,718 負債及び純資産合計 28,587,718

貸借対照表
（平成31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 3,831,277

    その他 -

  臨時利益 6,488

    資産売却益 6,488

    資産除売却損 21,197

    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 3,786,541

  臨時損失 51,225

    災害復旧事業費 30,028

  経常収益 224,449

    使用料及び手数料 44,188

    その他 180,261

      社会保障給付 125,977

      他会計への繰出金 406,472

      その他 20,070

        その他 19,797

    移転費用 1,094,825

      補助金等 542,306

      その他の業務費用 27,624

        支払利息 7,585

        徴収不能引当金繰入額 242

        維持補修費 228,578

        減価償却費 1,337,362

        その他 -

        その他 168,517

      物件費等 2,210,938

        物件費 644,998

        職員給与費 468,011

        賞与等引当金繰入額 41,075

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 4,010,990

    業務費用 2,916,165

      人件費 677,603

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：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 25,730,398 29,299,251 -3,568,853

  純行政コスト（△） -3,831,277 -3,831,277

  財源 2,915,085 2,915,085

    税収等 2,498,518 2,498,518

    国県等補助金 416,567 416,567

  本年度差額 -916,192 -916,192

  固定資産等の変動（内部変動） -956,204 956,204

    有形固定資産等の増加 465,113 -465,113

    有形固定資産等の減少 -1,337,362 1,337,362

    貸付金・基金等の増加 84,874 -84,874

    貸付金・基金等の減少 -168,830 168,830

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 - -

  その他 50,561 - 50,561

  本年度純資産変動額 -865,631 -956,204 90,573

本年度末純資産残高 24,864,767 28,343,047 -3,478,281

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：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 23,000

本年度歳計外現金増減額 2,455

本年度末歳計外現金残高 25,455

本年度末現金預金残高 226,254

    その他の収入 -

財務活動収支 23,587

本年度資金収支額 -11,495

前年度末資金残高 212,293

本年度末資金残高 200,799

  財務活動支出 549,813

    地方債償還支出 543,759

    その他の支出 6,054

  財務活動収入 573,400

    地方債発行収入 573,400

    貸付金元金回収収入 13,384

    資産売却収入 51,008

    その他の収入 -

投資活動収支 -257,803

【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 292,184

    国県等補助金収入 138,092

    基金取崩収入 89,700

【投資活動収支】

  投資活動支出 549,988

    公共施設等整備費支出 465,113

    基金積立金支出 71,874

    投資及び出資金支出 -

  臨時支出 30,028

    災害復旧事業費支出 30,028

    その他の支出 -

  臨時収入 18,825

業務活動収支 222,722

  業務収入 2,906,382

    税収等収入 2,497,740

    国県等補助金収入 259,650

    使用料及び手数料収入 44,208

    その他の収入 104,784

    移転費用支出 1,094,825

      補助金等支出 542,306

      社会保障給付支出 125,977

      他会計への繰出支出 406,472

      その他の支出 20,070

    業務費用支出 1,577,632

      人件費支出 676,674

      物件費等支出 873,576

      支払利息支出 7,585

      その他の支出 19,797

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 2,672,457


