
【様式第1号】

自治体名：海陽町
会計：全体会計 （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 32,494,431,805   固定負債 9,698,126,996

    有形固定資産 28,750,264,910     地方債等 8,044,162,814

      事業用資産 16,038,845,060     長期未払金 -

        土地 2,946,506,844     退職手当引当金 1,427,714,182

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

        建物 16,526,695,114     その他 226,250,000

        建物減価償却累計額 -10,163,381,713   流動負債 1,072,185,825

        工作物 1,659,278,201     １年内償還予定地方債等 957,522,827

        工作物減価償却累計額 -1,039,959,733     未払金 10,002,290

        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 83,808,995

        航空機 -     預り金 9,820,929

        航空機減価償却累計額 -     その他 11,030,784

        その他 - 負債合計 10,770,312,821

        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 38,416,319,986

      インフラ資産 12,277,637,092   余剰分（不足分） -9,499,615,691

        土地 350,335,380   他団体出資等分 -

        建物 2,844,437,538

        建物減価償却累計額 -1,562,980,010

        工作物 29,238,140,014

        工作物減価償却累計額 -19,359,329,989

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 767,034,159

      物品 1,400,913,204

      物品減価償却累計額 -967,130,446

    無形固定資産 16,115,703

      ソフトウェア 14,801,660

      その他 1,314,043

    投資その他の資産 3,728,051,192

      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 126,086,561

      長期貸付金 61,594

      基金 3,547,340,542

        減債基金 -

        その他 3,547,340,542

      その他 -

      徴収不能引当金 -6,938,335

  流動資産 7,192,585,311

    現金預金 1,160,797,914

    未収金 101,786,997

    短期貸付金 -

    基金 5,921,888,181

      財政調整基金 4,013,512,912

      減債基金 1,908,375,269

    棚卸資産 11,498,664

    その他 -

    徴収不能引当金 -3,386,445

  繰延資産 - 純資産合計 28,916,704,295

資産合計 39,687,017,116 負債及び純資産合計 39,687,017,116

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：海陽町
会計：全体会計 （単位：円）

    投資損失引当金繰入額 33,107

    投資損失引当金繰入額 33,822,760

    資産売却益 11,700,597

    その他 1,496,463

純行政コスト 9,421,578,885

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 33,107

  臨時利益 13,197,060

  臨時損失 137,343,565

    災害復旧事業費 103,487,698

    資産除売却損 -

    使用料及び手数料 485,397,367

    その他 269,757,349

純経常行政コスト 9,297,432,380

      社会保障給付 490,015,656

      その他 63,810,451

  経常収益 755,154,716

        その他 74,629,345

    移転費用 5,255,948,413

      補助金等 4,702,122,306

      その他の業務費用 158,396,597

        支払利息 73,464,952

        徴収不能引当金繰入額 10,302,300

        維持補修費 109,378,060

        減価償却費 1,218,466,092

        その他 2,589,285

        その他 281,099,786

      物件費等 3,033,302,415

        物件費 1,702,868,978

        職員給与費 1,243,031,750

        賞与等引当金繰入額 80,808,135

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 10,052,587,096

    業務費用 4,796,638,683

      人件費 1,604,939,671

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：海陽町
会計：全体会計 （単位：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 29,110,615,861 38,998,899,405 -9,888,283,544 -

  純行政コスト（△） -9,421,578,885 -9,421,578,885 -

  財源 9,200,245,403 9,200,245,403 -

    税収等 6,234,212,570 6,234,212,570 -

    国県等補助金 2,966,032,833 2,966,032,833 -

  本年度差額 -221,333,482 -221,333,482 -

  固定資産等の変動（内部変動） -566,310,302 566,310,302

    有形固定資産等の増加 677,989,502 -677,989,502

    有形固定資産等の減少 -1,220,328,061 1,220,328,061

    貸付金・基金等の増加 324,868,311 -324,868,311

    貸付金・基金等の減少 -348,840,054 348,840,054

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -16,269,117 -16,269,117

  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 43,691,033 - 43,691,033

  本年度純資産変動額 -193,911,566 -582,579,419 388,667,853 -

本年度末純資産残高 28,916,704,295 38,416,319,986 -9,499,615,691 -

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：海陽町
会計：全体会計 （単位：円）

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 1,160,797,914

財務活動収支 -112,230,896

本年度資金収支額 213,799,687

前年度末資金残高 937,177,298

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 1,150,976,985

    その他の支出 11,027,664

  財務活動収入 906,308,033

    地方債等発行収入 862,617,000

    その他の収入 43,691,033

前年度末歳計外現金残高 15,506,948

    資産売却収入 11,761,019

    その他の収入 -

投資活動収支 -528,516,451

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,018,538,929

    その他の支出 -

  投資活動収入 341,176,903

    国県等補助金収入 144,267,000

    基金取崩収入 185,126,958

    貸付金元金回収収入 21,926

  投資活動支出 869,693,354

    公共施設等整備費支出 677,989,502

    基金積立金支出 191,703,852

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 -

    災害復旧事業費支出 103,487,698

    その他の支出 33,107

  臨時収入 45,296,463

業務活動収支 854,547,034

【投資活動収支】

    税収等収入 6,211,103,145

    国県等補助金収入 2,777,965,833

    使用料及び手数料収入 493,280,904

    その他の収入 248,063,183

  臨時支出 103,520,805

    移転費用支出 5,255,948,413

      補助金等支出 4,702,122,306

      社会保障給付支出 490,015,656

      その他の支出 63,810,451

  業務収入 9,730,413,065

    業務費用支出 3,561,693,276

      人件費支出 1,604,189,216

      物件費等支出 1,811,257,406

      支払利息支出 73,464,952

      その他の支出 72,781,702

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 8,817,641,689


