
【様式第1号】

自治体名：海陽町
会計：一般会計等 （単位：円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 29,133,272,102   固定負債 7,092,954,642

    有形固定資産 25,543,159,134     地方債 5,986,122,492

      事業用資産 15,224,184,706     長期未払金 -

        土地 2,936,471,540     退職手当引当金 1,106,832,150

        立木竹 6,094,621,987     損失補償等引当金 -

        建物 15,237,206,699     その他 -

        建物減価償却累計額 -9,672,928,956   流動負債 827,818,178

        工作物 1,652,020,041     １年内償還予定地方債 760,706,211

        工作物減価償却累計額 -1,038,290,965     未払金 -

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 -

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 57,291,038

        航空機 -     預り金 9,820,929

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 7,920,772,820

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 15,084,360   固定資産等形成分 34,622,021,128

      インフラ資産 10,060,211,983   余剰分（不足分） -7,442,888,905

        土地 300,669,139

        建物 1,266,807,013

        建物減価償却累計額 -846,853,730

        工作物 26,864,832,105

        工作物減価償却累計額 -18,214,472,503

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 689,229,959

      物品 752,991,234

      物品減価償却累計額 -494,228,789

    無形固定資産 9,580,940

      ソフトウェア 9,580,940

      その他 -

    投資その他の資産 3,580,532,028

      投資及び出資金 145,613,918

        有価証券 142,500

        出資金 145,471,418

        その他 -

      投資損失引当金 -84,113,088

      長期延滞債権 65,229,877

      長期貸付金 61,594

      基金 3,457,151,450

        減債基金 -

        その他 3,457,151,450

      その他 -

      徴収不能引当金 -3,411,723

  流動資産 5,966,632,941

    現金預金 461,511,848

    未収金 17,986,398

    短期貸付金 -

    基金 5,488,749,026

      財政調整基金 3,637,173,717

      減債基金 1,851,575,309

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -1,614,331 純資産合計 27,179,132,223

資産合計 35,099,905,043 負債及び純資産合計 35,099,905,043

貸借対照表
（平成31年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：海陽町
会計：一般会計等 （単位：円）

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 6,912,812,006

    業務費用 3,748,515,925

      人件費 1,153,631,668

        職員給与費 955,919,167

        賞与等引当金繰入額 57,291,038

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 140,421,463

      物件費等 2,545,700,057

        物件費 1,385,032,241

        維持補修費 99,665,294

        減価償却費 1,061,002,522

        その他 -

      その他の業務費用 49,184,200

        支払利息 34,494,569

        徴収不能引当金繰入額 5,026,054

        その他 9,663,577

    移転費用 3,164,296,081

      補助金等 1,962,811,388

      社会保障給付 490,015,656

      他会計への繰出金 688,071,086

      その他 23,397,951

  経常収益 432,371,409

    使用料及び手数料 104,051,755

    その他 328,319,654

純経常行政コスト 6,480,440,597

  臨時損失 137,310,458

    災害復旧事業費 103,487,698

    資産除売却損 -

    投資損失引当金繰入額 33,822,760

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

純行政コスト 6,606,050,458

    その他 -

  臨時利益 11,700,597

    資産売却益 11,700,597



【様式第3号】

自治体名：海陽町
会計：一般会計等 （単位：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 27,354,278,300 35,207,532,141 -7,853,253,841

  純行政コスト（△） -6,606,050,458 -6,606,050,458

  財源 6,447,173,498 6,447,173,498

    税収等 5,248,985,754 5,248,985,754

    国県等補助金 1,198,187,744 1,198,187,744

  本年度差額 -158,876,960 -158,876,960

  固定資産等の変動（内部変動） -569,241,896 569,241,896

    有形固定資産等の増加 537,793,162 -537,793,162

    有形固定資産等の減少 -1,061,062,944 1,061,062,944

    貸付金・基金等の増加 215,159,870 -215,159,870

    貸付金・基金等の減少 -261,131,984 261,131,984

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -16,269,117 -16,269,117

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -175,146,077 -585,511,013 410,364,936

本年度末純資産残高 27,179,132,223 34,622,021,128 -7,442,888,905

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：海陽町
会計：一般会計等 （単位：円）

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 5,846,477,441

    業務費用支出 2,682,181,360

      人件費支出 1,153,325,679

      物件費等支出 1,484,697,535

      支払利息支出 34,494,569

      その他の支出 9,663,577

    移転費用支出 3,164,296,081

      補助金等支出 1,962,811,388

      社会保障給付支出 490,015,656

      他会計への繰出支出 688,071,086

      その他の支出 23,397,951

  業務収入 6,498,319,601

    税収等収入 5,246,038,715

    国県等補助金収入 1,010,120,744

    使用料及び手数料収入 102,792,455

    その他の収入 139,367,687

  臨時支出 103,487,698

    災害復旧事業費支出 103,487,698

    その他の支出 -

  臨時収入 43,800,000

業務活動収支 592,154,462

【投資活動収支】

  投資活動支出 683,966,752

    公共施設等整備費支出 537,793,162

    基金積立金支出 146,173,590

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 315,391,903

    国県等補助金収入 144,267,000

    基金取崩収入 159,341,958

    貸付金元金回収収入 21,926

    資産売却収入 11,761,019

    その他の収入 -

投資活動収支 -368,574,849

【財務活動収支】

  財務活動支出 808,243,351

    地方債償還支出 808,243,351

    その他の支出 -

  財務活動収入 811,017,000

    地方債発行収入 811,017,000

前年度末歳計外現金残高 15,506,948

本年度歳計外現金増減額 -5,686,019

本年度末歳計外現金残高 9,820,929

本年度末現金預金残高 461,511,848

    その他の収入 -

財務活動収支 2,773,649

本年度資金収支額 226,353,262

前年度末資金残高 225,337,657

本年度末資金残高 451,690,919


