
【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 33,972,687   固定負債 4,827,762

    有形固定資産 31,616,874     地方債等 4,328,912

      事業用資産 6,614,283     長期未払金 -

        土地 1,514,026     退職手当引当金 498,850

        立木竹 892,518     損失補償等引当金 -

        建物 12,113,887     その他 -

        建物減価償却累計額 -8,311,949   流動負債 593,552

        工作物 1,352,739     １年内償還予定地方債等 522,687

        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 45,409

        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 5,421,314

        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 34,748,332

      インフラ資産 24,200,411   余剰分（不足分） -5,094,262

        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 1,491,282

      物品減価償却累計額 -689,102

    無形固定資産 2,947

      ソフトウェア 2,947

      その他 -

    投資その他の資産 2,352,867

      投資及び出資金 40,156

        有価証券 24,745

        出資金 15,411

        その他 -

      長期延滞債権 14,291

      長期貸付金 487

      基金 2,298,596

        減債基金 406,911

        その他 1,891,685

      その他 -

      徴収不能引当金 -662

  流動資産 1,102,697

    現金預金 297,509

    未収金 6,209

    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 23,481

    その他 -

    徴収不能引当金 -146

  繰延資産 - 純資産合計 29,654,070

資産合計 35,075,385 負債及び純資産合計 35,075,385

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：全体会計 （単位：千円）

    資産売却益 6,809

    その他 -

純行政コスト 4,782,150

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 6,809

  臨時損失 51,225

    災害復旧事業費 30,028

    資産除売却損 21,197

    使用料及び手数料 141,990

    その他 253,467

純経常行政コスト 4,737,735

      社会保障給付 125,977

      その他 20,825

  経常収益 395,457

        その他 54,779

    移転費用 1,631,941

      補助金等 1,485,138

      その他の業務費用 86,570

        支払利息 30,983

        徴収不能引当金繰入額 808

        維持補修費 263,693

        減価償却費 1,575,668

        その他 -

        その他 181,116

      物件費等 2,656,967

        物件費 817,607

        職員給与費 531,189

        賞与等引当金繰入額 45,409

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 5,133,192

    業務費用 3,501,251

      人件費 757,714

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：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 30,561,179 35,809,469 -5,248,290 -

  純行政コスト（△） -4,782,150 -4,782,150 -

  財源 3,856,881 3,856,881 -

    税収等 2,815,870 2,815,870 -

    国県等補助金 1,041,011 1,041,011 -

  本年度差額 -925,270 -925,270 -

  固定資産等の変動（内部変動） -1,061,137 1,061,137

    有形固定資産等の増加 596,827 -596,827

    有形固定資産等の減少 -1,575,668 1,575,668

    貸付金・基金等の増加 87,169 -87,169

    貸付金・基金等の減少 -169,465 169,465

  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 18,161 - 18,161

  本年度純資産変動額 -907,109 -1,061,137 154,029 -

本年度末純資産残高 29,654,070 34,748,332 -5,094,262 -

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：全体会計 （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 297,509

財務活動収支 -70,356

本年度資金収支額 -10,538

前年度末資金残高 282,591

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 272,053

    地方債等償還支出 677,402

    その他の支出 6,054

  財務活動収入 613,100

    地方債等発行収入 613,100

    その他の収入 -

    資産売却収入 54,214

    その他の収入 -

投資活動収支 -352,539

【財務活動収支】

  財務活動支出 683,456

    その他の支出 -

  投資活動収入 331,456

    国県等補助金収入 174,158

    基金取崩収入 89,700

    貸付金元金回収収入 13,384

  投資活動支出 683,996

    公共施設等整備費支出 596,827

    基金積立金支出 74,169

    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 412,357

【投資活動収支】

    税収等収入 2,814,301

    国県等補助金収入 848,028

    使用料及び手数料収入 141,429

    その他の収入 177,399

  臨時支出 30,028

    移転費用支出 1,631,941

      補助金等支出 1,485,138

      社会保障給付支出 125,977

      その他の支出 20,825

  業務収入 3,981,158

    業務費用支出 1,925,657

      人件費支出 758,595

      物件費等支出 1,081,300

      支払利息支出 30,983

      その他の支出 54,779

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 3,557,597


