
【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 34,166,183   固定負債 4,909,624

    有形固定資産 31,779,201     地方債等 4,343,858

      事業用資産 6,761,693     長期未払金 -

        土地 1,530,016     退職手当引当金 545,944

        立木竹 892,518     損失補償等引当金 -

        建物 12,552,314     その他 19,822

        建物減価償却累計額 -8,631,441   流動負債 601,071

        工作物 1,421,052     １年内償還予定地方債等 525,115

        工作物減価償却累計額 -1,071,121     未払金 266

        船舶 -     未払費用 52

        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 49,756

        航空機 -     預り金 25,882

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 5,510,695

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 68,354   固定資産等形成分 34,950,814

      インフラ資産 24,200,411   余剰分（不足分） -5,062,552

        土地 98,838   他団体出資等分 -

        建物 3,712,546

        建物減価償却累計額 -1,640,053

        工作物 57,951,333

        工作物減価償却累計額 -35,966,208

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 43,955

      物品 1,527,786

      物品減価償却累計額 -710,688

    無形固定資産 3,763

      ソフトウェア 3,763

      その他 -

    投資その他の資産 2,383,218

      投資及び出資金 13,761

        有価証券 3,345

        出資金 10,416

        その他 -

      長期延滞債権 14,319

      長期貸付金 487

      基金 2,355,306

        減債基金 406,911

        その他 1,948,395

      その他 8

      徴収不能引当金 -662

  流動資産 1,232,775

    現金預金 414,278

    未収金 10,509

    短期貸付金 606

    基金 784,026

      財政調整基金 784,026

      減債基金 -

    棚卸資産 23,481

    その他 21

    徴収不能引当金 -146

  繰延資産 - 純資産合計 29,888,262

資産合計 35,398,958 負債及び純資産合計 35,398,958

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：柳津町

会計：連結会計 （単位：千円）

    資産売却益 6,879

    その他 -

純行政コスト 5,623,035

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 6,879

  臨時損失 51,450

    災害復旧事業費 30,028

    資産除売却損 21,421

    使用料及び手数料 149,343

    その他 563,016

純経常行政コスト 5,578,464

      社会保障給付 125,977

      その他 29,203

  経常収益 712,359

        その他 126,414

    移転費用 2,302,780

      補助金等 2,147,600

      その他の業務費用 158,307

        支払利息 31,085

        徴収不能引当金繰入額 808

        維持補修費 277,778

        減価償却費 1,595,943

        その他 10

        その他 234,644

      物件費等 2,901,521

        物件費 1,027,791

        職員給与費 643,815

        賞与等引当金繰入額 49,756

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 6,290,824

    業務費用 3,988,043

      人件費 928,215

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：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 30,788,423 36,024,489 -5,236,065 -

  純行政コスト（△） -5,623,035 -5,623,035 -

  財源 4,662,246 4,662,246 -

    税収等 3,060,459 3,060,459 -

    国県等補助金 1,601,787 1,601,787 -

  本年度差額 -960,789 -960,789 -

  固定資産等の変動（内部変動） -1,104,245 1,104,245

    有形固定資産等の増加 616,371 -616,371

    有形固定資産等の減少 -1,596,014 1,596,014

    貸付金・基金等の増加 110,671 -110,671

    貸付金・基金等の減少 -235,274 235,274

  資産評価差額 1,820 1,820

  無償所管換等 83 83

  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 39,565 27,669 11,896 -

  その他 19,161 1,000 18,161

  本年度純資産変動額 -900,161 -1,073,674 173,513 -

本年度末純資産残高 29,888,262 34,950,814 -5,062,552 -

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：柳津町

会計：連結会計 （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 23,400

本年度歳計外現金増減額 2,473

本年度末歳計外現金残高 25,874

本年度末現金預金残高 414,278

財務活動収支 -71,118

本年度資金収支額 -2,371

前年度末資金残高 390,886

比例連結割合変更に伴う差額 -110

本年度末資金残高 388,405

    地方債等償還支出 679,782

    その他の支出 6,054

  財務活動収入 614,718

    地方債等発行収入 614,718

    その他の収入 -

    資産売却収入 54,284

    その他の収入 -

投資活動収支 -323,311

【財務活動収支】

  財務活動支出 685,836

    その他の支出 -

  投資活動収入 397,536

    国県等補助金収入 174,288

    基金取崩収入 155,580

    貸付金元金回収収入 13,384

  投資活動支出 720,847

    公共施設等整備費支出 615,795

    基金積立金支出 92,053

    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 30,028

    その他の支出 -

  臨時収入 18,825

業務活動収支 392,058

【投資活動収支】

    税収等収入 3,058,891

    国県等補助金収入 1,408,674

    使用料及び手数料収入 148,782

    その他の収入 480,819

  臨時支出 30,028

    移転費用支出 2,302,116

      補助金等支出 2,146,936

      社会保障給付支出 125,977

      その他の支出 29,203

  業務収入 5,097,165

    業務費用支出 2,391,788

      人件費支出 928,872

      物件費等支出 1,305,876

      支払利息支出 31,085

      その他の支出 125,955

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 4,693,904


