
【様式第1号】

自治体名：売木村

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 8,565,396   固定負債 1,455,318

    有形固定資産 7,787,670     地方債等 1,211,413

      事業用資産 4,811,137     長期未払金 -

        土地 1,503,933     退職手当引当金 243,905

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 1,739,916     その他 -

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 180,333

        建物 4,430,323     １年内償還予定地方債等 163,616

        建物減価償却累計額 -3,352,004     未払金 -

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 779,748     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -290,778     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 16,717

        船舶 -     預り金 -

        船舶減価償却累計額 -     その他 -

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 1,635,651

        浮標等 - 【純資産の部】

        浮標等減価償却累計額 -   固定資産等形成分 8,732,794

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -1,524,562

        航空機 -   他団体出資等分 -

        航空機減価償却累計額 -

        航空機減損損失累計額 -

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 -

      インフラ資産 2,888,837

        土地 10,206

        土地減損損失累計額 -

        建物 90,057

        建物減価償却累計額 -39,118

        建物減損損失累計額 -

        工作物 7,091,179

        工作物減価償却累計額 -4,276,339

        工作物減損損失累計額 -

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 12,852

      物品 643,122

      物品減価償却累計額 -555,425

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 30,296

      ソフトウェア -

      その他 30,296

    投資その他の資産 747,430

      投資及び出資金 10,189

        有価証券 -

        出資金 10,189

        その他 -

      長期延滞債権 880

      長期貸付金 37,810

      基金 698,551

        減債基金 234,012

        その他 464,539

      その他 -

      徴収不能引当金 -

  流動資産 278,487

    現金預金 79,714

    未収金 31,375

    短期貸付金 1,921

    基金 165,477

      財政調整基金 165,477

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -

  繰延資産 - 純資産合計 7,208,232

資産合計 8,843,883 負債及び純資産合計 8,843,883

全体会計　貸借対照表
（平成31年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：売木村

会計：全体会計 （単位：千円）

全体会計　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

  経常費用 1,484,908

    業務費用 1,177,216

      人件費 288,196

        職員給与費 171,410

        賞与等引当金繰入額 16,717

        退職手当引当金繰入額 54,512

        その他 45,558

      物件費等 866,368

        物件費 448,691

        維持補修費 139,870

        減価償却費 277,574

        その他 233

      その他の業務費用 22,652

        支払利息 18,111

        徴収不能引当金繰入額 -180

        その他 4,721

    移転費用 307,693

      補助金等 291,158

      社会保障給付 11,857

      その他 4,677

  経常収益 206,343

    使用料及び手数料 161,276

    その他 45,067

純経常行政コスト 1,278,565

  臨時損失 46,217

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 46,217

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 1,961

    資産売却益 1,961

    その他 -

純行政コスト 1,322,822



【様式第3号】

自治体名：売木村

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 7,437,228 8,930,458 -1,493,229 -

  純行政コスト（△） -1,322,822 -1,322,822 -

  財源 1,093,823 1,093,823 -

    税収等 816,073 816,073 -

    国県等補助金 277,751 277,751 -

  本年度差額 -228,999 -228,999 -

  固定資産等の変動（内部変動） -197,666 197,666

    有形固定資産等の増加 530,745 -530,745

    有形固定資産等の減少 -555,069 555,069

    貸付金・基金等の増加 855,505 -855,505

    貸付金・基金等の減少 -1,028,846 1,028,846

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 2 2

  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 - - -

  本年度純資産変動額 -228,996 -197,664 -31,333 -

本年度末純資産残高 7,208,232 8,732,794 -1,524,562 -

全体会計　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：売木村

会計：全体会計 （単位：千円）

全体会計　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 1,145,839

    業務費用支出 838,146

      人件費支出 232,618

      物件費等支出 582,697

      支払利息支出 18,111

      その他の支出 4,721

    移転費用支出 307,693

      補助金等支出 291,158

      社会保障給付支出 11,857

      その他の支出 4,677

  業務収入 1,095,067

    税収等収入 815,796

    国県等補助金収入 74,399

    使用料及び手数料収入 159,928

    その他の収入 44,944

  臨時支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 -50,772

【投資活動収支】

  投資活動支出 330,999

    公共施設等整備費支出 299,467

    基金積立金支出 27,552

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 3,980

    その他の支出 -

  投資活動収入 384,002

    国県等補助金収入 176,884

    基金取崩収入 202,397

    貸付金元金回収収入 2,760

    資産売却収入 1,961

    その他の収入 -

投資活動収支 53,003

【財務活動収支】

  財務活動支出 153,112

    地方債等償還支出 153,112

    その他の支出 -

  財務活動収入 191,160

    地方債等発行収入 191,160

    その他の収入 -

前年度末歳計外現金残高 -

本年度歳計外現金増減額 -

本年度末歳計外現金残高 -

本年度末現金預金残高 79,714

財務活動収支 38,048

本年度資金収支額 40,279

前年度末資金残高 39,435

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 79,714


