
【様式第1号】

自治体名：中泊町

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 31,010,450   固定負債 15,458,052

    有形固定資産 29,322,344     地方債等 13,402,931

      事業用資産 14,613,787     長期未払金 -

        土地 4,880,405     退職手当引当金 1,067,100

        立木竹 208,557     損失補償等引当金 -

        建物 24,086,994     その他 988,020

        建物減価償却累計額 -14,692,168   流動負債 1,475,020

        工作物 151,610     １年内償還予定地方債等 1,375,037

        工作物減価償却累計額 -135,212     未払金 19,063

        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 78,279

        航空機 -     預り金 2,020

        航空機減価償却累計額 -     その他 622

        その他 - 負債合計 16,933,071

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 113,601   固定資産等形成分 32,558,293

      インフラ資産 13,841,710   余剰分（不足分） -16,256,390

        土地 2,182,560   他団体出資等分 -

        建物 1,214,538

        建物減価償却累計額 -973,906

        工作物 43,877,476

        工作物減価償却累計額 -32,458,959

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 -

      物品 3,053,299

      物品減価償却累計額 -2,186,452

    無形固定資産 98,591

      ソフトウェア 98,591

      その他 -

    投資その他の資産 1,589,516

      投資及び出資金 93,279

        有価証券 2,079

        出資金 91,200

        その他 -

      長期延滞債権 192,677

      長期貸付金 -

      基金 1,367,800

        減債基金 -

        その他 1,367,800

      その他 -

      徴収不能引当金 -64,239

  流動資産 2,224,524

    現金預金 620,403

    未収金 58,253

    短期貸付金 -

    基金 1,547,843

      財政調整基金 1,539,590

      減債基金 8,253

    棚卸資産 698

    その他 -

    徴収不能引当金 -2,673

  繰延資産 - 純資産合計 16,301,903

資産合計 33,234,975 負債及び純資産合計 33,234,975

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：中泊町

会計：全体会計 （単位：千円）

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

  経常費用 9,628,456

    業務費用 3,809,269

      人件費 975,552

        職員給与費 979,646

        賞与等引当金繰入額 78,279

        退職手当引当金繰入額 -157,092

        その他 74,719

      物件費等 2,710,893

        物件費 1,285,623

        維持補修費 169,105

        減価償却費 1,256,166

        その他 -

      その他の業務費用 122,823

        支払利息 119,402

        徴収不能引当金繰入額 -50,681

        その他 54,103

    移転費用 5,819,187

      補助金等 4,981,780

      社会保障給付 835,254

      その他 2,154

  経常収益 529,051

    使用料及び手数料 378,855

    その他 150,196

純経常行政コスト 9,099,405

  臨時損失 353,428

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 353,406

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 21

  臨時利益 35,962

    資産売却益 35,962

    その他 -

純行政コスト 9,416,871



【様式第3号】

自治体名：中泊町

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 16,524,935 33,559,218 -17,034,282 -

  純行政コスト（△） -9,416,871 -9,416,871 -

  財源 9,177,100 9,177,100 -

    税収等 6,136,115 6,136,115 -

    国県等補助金 3,040,985 3,040,985 -

  本年度差額 -239,771 -239,771 -

  固定資産等の変動（内部変動） -1,017,663 1,017,663

    有形固定資産等の増加 387,304 -387,304

    有形固定資産等の減少 -1,256,166 1,256,166

    貸付金・基金等の増加 360,885 -360,885

    貸付金・基金等の減少 -509,687 509,687

  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 16,739 16,739 -

  本年度純資産変動額 -223,032 -1,000,924 777,892 -

本年度末純資産残高 16,301,903 32,558,293 -16,256,390 -

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：中泊町

会計：全体会計 （単位：千円）

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 8,577,187

    業務費用支出 2,758,000

      人件費支出 1,131,363

      物件費等支出 1,453,133

      支払利息支出 119,402

      その他の支出 54,103

    移転費用支出 5,819,187

      補助金等支出 4,981,780

      社会保障給付支出 835,254

      その他の支出 2,154

  業務収入 9,583,774

    税収等収入 6,141,571

    国県等補助金収入 2,913,124

    使用料及び手数料収入 378,883

    その他の収入 150,196

  臨時支出 21

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 21

  臨時収入 -

業務活動収支 1,006,566

【投資活動収支】

  投資活動支出 747,014

    公共施設等整備費支出 404,043

    基金積立金支出 340,030

    投資及び出資金支出 400

    貸付金支出 2,541

    その他の支出 -

  投資活動収入 322,541

    国県等補助金収入 127,861

    基金取崩収入 156,177

    貸付金元金回収収入 2,541

    資産売却収入 35,962

    その他の収入 -

投資活動収支 -424,473

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,277,945

    地方債等償還支出 1,277,945

    その他の支出 -

  財務活動収入 795,400

    地方債等発行収入 795,400

    その他の収入 -

前年度末歳計外現金残高 1,000

本年度歳計外現金増減額 1,020

本年度末歳計外現金残高 2,020

本年度末現金預金残高 620,403

財務活動収支 -482,545

本年度資金収支額 99,547

前年度末資金残高 518,836

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 618,383


