
平成３０年度阿久根市財務書類４表 
 

 

統一的な基準（統一的な基準による地方公会計マニュアル（平成２８年５月改訂））による平

成３０年度決算に係る財務書類（一般会計等・全体・連結）を作成しましたので，公表します。 

 

１ 財務書類の基本的事項について 

財務書類は４つの表から構成されており，それぞれが連動しています。貸借対照表の純資

産は，国県からの補助金や自団体の財源で既に負担した部分を表しています。この純資産の

変動を表したものが，純資産変動計算書です。純資産変動計算書における純経常行政コスト

が一般財源，補助金等受入等を超過すれば，純資産が減少し，逆に一般財源，補助金等受入

等が純経常行政コストを超過すれば，純資産が増加することになります。 

行政コスト計算書は，純資産変動計算書の純経常行政コストの明細であり，１年間にかかっ

た経常行政コスト総額から受益者負担である経常収益を控除することで，一般財源，補助金

等受入等で負担すべき純経常行政コストが算出されます。 

資金収支計算書の期末歳計現金残高は，貸借対照表の歳計現金と一致します。このことは，

資金収支計算書が，貸借対照表に計上されている歳計現金の増減の明細であることを意味し

ます。 

 

≪財務書類４表の関係≫ 
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  貸借対照表とは 

地方公共団体の毎年度決算は，1 年間にどのような収入があり，何にいくら支出したか

など，現金の動きを表すのに適していますが，土地や建物，現金などの資産をどれくらい

所有し，また資産を得るためにどの程度の負債を抱えているのか（いわゆる「ストック情

報」）は把握しにくいものとなっています。 

地方公共団体の貸借対照表は，これらの資産や負債など財政状況を表にまとめたもので

あり，財務諸表の中心になるものです。 

貸借対照表の左側（借方）は，当該年度末現在において所有している土地や建物から，

株や現金・預金のようなものまでを表します。これらをまとめて資産といい，住民の財産

として将来世代に残る財産や権利等の貸借対照表作成年度末時点での残高が計上されま

す。 

対する右側（貸方）は，資産を手に入れるために使ったお金の出所（＝資産取得時の財

源）であり，地方債などの将来の住民負担額を表す負債と，既に支払われて返済する必要

のない国や県からの補助金や一般財源などがあります。 

純資産の部には今までの住民負担額が計上されます。 

つまり，資産の部は，「資金の使途」を，負債，純資産の部には「資金の調達方法」を

示したものになります。 

 

≪貸借対照表の構造≫ 
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  行政コスト計算書とは 

地方公共団体の行政活動は，貸借対照表に表される資産の形成のみでなく，人的サービ

スや給付サービスなど，資産形成につながらない行政サービスが大きな比重を占めていま

す。 

つまり，貸借対照表が将来世代も利用できる資産の形成実績を示しているのに対し，行

政コスト計算書は，人的なサービスや給付サービスなどの資産形成につながらない行政

サービスの活動実績をコストという側面から把握したものです。 

 



  純資産変動計算書とは 

純資産変動計算書とは，貸借対照表の純資産の部に計上された『公共資産等整備国県補

助金等』『公共資産等整備一般財源等』『その他一般財源等』『資産評価差額』の４項目につ

いて，当該年度の期首と期末でどのような変動要因があったのかを，フロー形式で確認す

るものです。つまり，これまでの世代が負担してきた部分になり，1 年間でこれまでの世

代が負担してきた部分の増減を把握できます。 

 

  ≪純資産変動計算書の科目説明≫ 

経常項目 説  明 

純行政コスト 行政コスト計算書における純行政コスト 

財源 
税収等 地方税，地方交付税及び地方譲与税等 

国県等補助金 国庫支出金及び都道府県支出金等 

固定資産等

の変動（内部

変動） 

有形固定資産等の増加

有形固定資産及び無形固定資産の形成による保有

資産の増加額または有形固定資産及び無形固定資

産の形成のために支出した金額 

有形固定資産等の減少

有形固定資産及び無形固定資産の減価償却費相当

額及び除売却による減少額または有形固定資産及

び無形固定資産の売却収入（元本分），除却相当額

及び自己金融効果を伴う減価償却費相当額 

貸付金・基金等の増加
貸付金・基金等の形成による保有資産の増加額また

は新たな貸付金・基金等のために支出した金額 

貸付金・基金等の減少
貸付金の償還及び基金の取崩等による減少額また

は貸付金の償還収入及び基金の取崩収入相当額等 

資産評価差額 有価証券等の評価差額 

無償所管換等 無償で譲渡または取得した固定資産の評価額等 

その他 上記以外の純資産及びその内部構成の変動 

 

 

  資金収支計算書とは 

資金収支計算書とは，歳計現金の出入りの情報を性質の異なる３つの活動区分(経常的

収支の部，公共資産整備収支の部，投資・財務的収支の部)に分けて表示し，その支出と

財源の関係を確認するための財務書類です。 

 



２ 連結財務書類について 

 一般会計及び地方公営事業会計以外の特別会計からなる一般会計等財務書類に地方公営

事業会計を加えた財務書類を全体財務書類といいます。さらに，地方公共団体の関連団体を

加えた財務書類を連結財務書類といいます。 
 

地方公共団体とその関連団体を連結してひとつの行政サービス実施主体としてとらえ，公

的資金等によって形成された資産の状況，その財源とされた負債・純資産の状況さらには行

政サービス提供に要したコストや資金収支の状況などを総合的に明らかにすることが，連結

財務諸表作成の目的です。 
 また，作成によって連結ベースの資産老朽化比率等の各種財政指標の把握が可能になり，

公共施設等のマネジメントに資すると考えられます。 
 
 
≪連結の対象となる団体（会計）のイメージ≫ 

地方公共団体  

一部事務組合 
広域連合 

地方独立行政法人 
地方三公社 

第三セクター等 

一般会計 
特別会計  

 うち公営企業会計  

一般会計等 地方公営事業会計  

 
     

 
     

 
     

 
 
 

【全体作成範囲】 

   一般会計，上水道事業，簡易水道事業，国民健康保険事業，介護保険事業，交通災害共済

事業，後期高齢者医療事業 

 

【連結作成範囲】 

北薩広域行政事務組合，阿久根地区消防組合，鹿児島県市町村総合事務組合，鹿児島県後

期高齢者医療広域連合，阿久根市土地開発公社，阿久根市美しい海のまちづくり公社，阿

久根食肉流通センター 

 

連結財務書類 

全体財務書類

一般会計等財務書類 



【様式第1号】

自治体名：阿久根市

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 15,055,073,146   固定負債 10,934,794,914

    有形固定資産 10,459,111,281     地方債 9,612,206,914

      事業用資産 9,080,767,476     長期未払金 -

        土地 3,632,678,451     退職手当引当金 1,322,588,000

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 15,559,057,750     その他 -

        建物減価償却累計額 -10,350,343,609   流動負債 1,089,760,689

        工作物 387,166,460     １年内償還予定地方債 948,016,118

        工作物減価償却累計額 -147,791,576     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 102,656,805

        航空機 -     預り金 39,087,766

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 12,024,555,603

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 -   固定資産等形成分 17,795,908,868

      インフラ資産 1,097,407,402   余剰分（不足分） -11,385,798,755

        土地 195,143,972

        建物 2,848,592,227

        建物減価償却累計額 -2,383,281,475

        工作物 476,516,487

        工作物減価償却累計額 -39,563,809

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 -

      物品 371,158,255

      物品減価償却累計額 -90,221,852

    無形固定資産 -

      ソフトウェア -

      その他 -

    投資その他の資産 4,595,961,865

      投資及び出資金 300,286,110

        有価証券 14,725,110

        出資金 67,712,000

        その他 217,849,000

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 144,410,648

      長期貸付金 -

      基金 4,161,764,904

        減債基金 -

        その他 4,161,764,904

      その他 -

      徴収不能引当金 -10,499,797

  流動資産 3,379,592,570

    現金預金 614,597,130

    未収金 26,236,782

    短期貸付金 -

    基金 2,740,835,722

      財政調整基金 2,020,812,485

      減債基金 720,023,237

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -2,077,064 純資産合計 6,410,110,113

資産合計 18,434,665,716 負債及び純資産合計 18,434,665,716

貸借対照表
（平成31年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：阿久根市

会計：一般会計等 （単位：円）

    その他 471,000

純行政コスト 8,997,429,399

    その他 -

  臨時利益 18,628,557

    資産売却益 18,157,557

    資産除売却損 -

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

純経常行政コスト 8,973,153,337

  臨時損失 42,904,619

    災害復旧事業費 42,904,619

  経常収益 460,132,760

    使用料及び手数料 149,256,057

    その他 310,876,703

      社会保障給付 2,527,293,978

      他会計への繰出金 1,070,085,323

      その他 1,485,700

        その他 62,212,438

    移転費用 5,233,154,552

      補助金等 1,634,289,551

      その他の業務費用 136,681,046

        支払利息 62,795,471

        徴収不能引当金繰入額 11,673,137

        維持補修費 317,178,468

        減価償却費 373,472,327

        その他 -

        その他 251,072,490

      物件費等 2,337,921,220

        物件費 1,647,270,425

        職員給与費 1,371,799,984

        賞与等引当金繰入額 102,656,805

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 9,433,286,097

    業務費用 4,200,131,545

      人件費 1,725,529,279

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：阿久根市

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 5,641,984,995 16,642,770,346 -11,000,785,351

  純行政コスト（△） -8,997,429,399 -8,997,429,399

  財源 9,675,062,544 9,675,062,544

    税収等 6,951,922,247 6,951,922,247

    国県等補助金 2,723,140,297 2,723,140,297

  本年度差額 677,633,145 677,633,145

  固定資産等の変動（内部変動） 1,062,646,544 -1,062,646,544

    有形固定資産等の増加 2,142,446,054 -2,142,446,054

    有形固定資産等の減少 -1,086,759,009 1,086,759,009

    貸付金・基金等の増加 1,115,015,832 -1,115,015,832

    貸付金・基金等の減少 -1,108,056,333 1,108,056,333

  資産評価差額 1,906,250 1,906,250

  無償所管換等 88,585,728 88,585,728

  その他 -5 - -5

  本年度純資産変動額 768,125,118 1,153,138,522 -385,013,404

本年度末純資産残高 6,410,110,113 17,795,908,868 -11,385,798,755

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：阿久根市

会計：一般会計等 （単位：円）

前年度末歳計外現金残高 39,723,592

本年度歳計外現金増減額 -635,826

本年度末歳計外現金残高 39,087,766

本年度末現金預金残高 614,597,130

    その他の収入 -

財務活動収支 445,846,901

本年度資金収支額 -6,155,865

前年度末資金残高 581,665,229

本年度末資金残高 575,509,364

  財務活動支出 1,041,567,099

    地方債償還支出 1,041,567,099

    その他の支出 -

  財務活動収入 1,487,414,000

    地方債発行収入 1,487,414,000

    貸付金元金回収収入 70,000,000

    資産売却収入 28,132,509

    その他の収入 -

投資活動収支 -839,106,697

【財務活動収支】

    貸付金支出 70,000,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,530,126,240

    国県等補助金収入 575,392,789

    基金取崩収入 856,600,942

【投資活動収支】

  投資活動支出 2,369,232,937

    公共施設等整備費支出 1,431,065,623

    基金積立金支出 864,367,314

    投資及び出資金支出 3,800,000

  臨時支出 42,904,619

    災害復旧事業費支出 42,904,619

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 387,103,931

  業務収入 9,455,728,363

    税収等収入 6,974,479,524

    国県等補助金収入 2,147,747,508

    使用料及び手数料収入 131,177,324

    その他の収入 202,324,007

    移転費用支出 5,233,154,552

      補助金等支出 1,634,289,551

      社会保障給付支出 2,527,293,978

      他会計への繰出支出 1,070,085,323

      その他の支出 1,485,700

    業務費用支出 3,792,565,261

      人件費支出 1,720,874,199

      物件費等支出 1,964,448,893

      支払利息支出 62,795,471

      その他の支出 44,446,698

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 9,025,719,813



【様式第1号】

自治体名：阿久根市

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 17,746,702,491   固定負債 13,457,914,486

    有形固定資産 12,880,716,356     地方債等 11,952,773,284

      事業用資産 9,080,767,476     長期未払金 -

        土地 3,632,678,451     退職手当引当金 1,322,588,000

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 -     その他 182,553,202

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 1,288,497,510

        建物 15,559,057,750     １年内償還予定地方債等 1,124,357,172

        建物減価償却累計額 -10,350,343,609     未払金 9,786,306

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 387,166,460     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -147,791,576     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 115,191,376

        船舶 -     預り金 39,162,656

        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 14,746,411,996

        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 20,487,538,213

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -12,795,708,532

        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 3,097,347,874

        土地 291,364,431

        土地減損損失累計額 -

        建物 3,078,093,778

        建物減価償却累計額 -2,466,852,794

        建物減損損失累計額 -

        工作物 4,469,135,291

        工作物減価償却累計額 -2,301,731,305

        工作物減損損失累計額 -

        その他 850,324

        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 26,488,149

      物品 1,419,524,377

      物品減価償却累計額 -716,923,371

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 100,500

      ソフトウェア -

      その他 100,500

    投資その他の資産 4,865,885,635

      投資及び出資金 264,944,110

        有価証券 14,725,110

        出資金 32,370,000

        その他 217,849,000

      長期延滞債権 255,174,321

      長期貸付金 -

      基金 4,367,242,477

        減債基金 -

        その他 4,367,242,477

      その他 -

      徴収不能引当金 -21,475,273

  流動資産 4,691,539,186

    現金預金 1,897,786,705

    未収金 57,758,465

    短期貸付金 -

    基金 2,740,835,722

      財政調整基金 2,020,812,485

      減債基金 720,023,237

    棚卸資産 14,110

    その他 -

    徴収不能引当金 -4,855,816

  繰延資産 - 純資産合計 7,691,829,681

資産合計 22,438,241,677 負債及び純資産合計 22,438,241,677

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：阿久根市

会計：全体会計 （単位：円）

    資産売却益 18,157,557

    その他 498,965

純行政コスト 14,307,156,603

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 18,656,522

  臨時損失 42,904,619

    災害復旧事業費 42,904,619

    資産除売却損 -

    使用料及び手数料 580,603,853

    その他 345,984,594

純経常行政コスト 14,282,908,506

      社会保障給付 2,527,293,978

      その他 1,510,300

  経常収益 926,588,447

        その他 216,461,548

    移転費用 10,251,567,653

      補助金等 7,722,763,375

      その他の業務費用 338,062,792

        支払利息 97,467,259

        徴収不能引当金繰入額 24,133,985

        維持補修費 331,203,765

        減価償却費 495,744,824

        その他 -

        その他 303,394,580

      物件費等 2,705,158,962

        物件費 1,878,210,373

        職員給与費 1,496,121,590

        賞与等引当金繰入額 115,191,376

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 15,209,496,953

    業務費用 4,957,929,300

      人件費 1,914,707,546

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：阿久根市

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 6,786,932,152 19,331,500,462 -12,544,568,310 -

  純行政コスト（△） -14,307,156,603 -14,307,156,603 -

  財源 15,157,172,279 15,157,172,279 -

    税収等 8,743,606,389 8,743,606,389 -

    国県等補助金 6,413,565,890 6,413,565,890 -

  本年度差額 850,015,676 850,015,676 -

  固定資産等の変動（内部変動） 1,101,155,893 -1,101,155,893

    有形固定資産等の増加 2,302,486,980 -2,302,486,980

    有形固定資産等の減少 -1,209,031,506 1,209,031,506

    貸付金・基金等の増加 1,299,639,753 -1,299,639,753

    貸付金・基金等の減少 -1,291,939,334 1,291,939,334

  資産評価差額 1,906,250 1,906,250

  無償所管換等 88,924,608 88,924,608

  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 -35,949,005 -35,949,000 -5

  本年度純資産変動額 904,897,529 1,156,037,751 -251,140,222 -

本年度末純資産残高 7,691,829,681 20,487,538,213 -12,795,708,532 -

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：阿久根市

会計：全体会計 （単位：円）

前年度末歳計外現金残高 39,723,592

本年度歳計外現金増減額 -635,826

本年度末歳計外現金残高 39,087,766

本年度末現金預金残高 1,897,786,705

財務活動収支 333,390,979

本年度資金収支額 -470,227

前年度末資金残高 1,859,169,166

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 1,858,698,939

    地方債等償還支出 1,217,923,021

    その他の支出 -

  財務活動収入 1,551,314,000

    地方債等発行収入 1,551,314,000

    その他の収入 -

    資産売却収入 28,132,509

    その他の収入 -

投資活動収支 -1,020,116,450

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,217,923,021

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,547,082,040

    国県等補助金収入 575,392,789

    基金取崩収入 873,556,742

    貸付金元金回収収入 70,000,000

  投資活動支出 2,567,198,490

    公共施設等整備費支出 1,591,106,549

    基金積立金支出 902,291,941

    投資及び出資金支出 3,800,000

    貸付金支出 70,000,000

    災害復旧事業費支出 42,904,619

    その他の支出 -

  臨時収入 27,965

業務活動収支 686,255,244

【投資活動収支】

    税収等収入 8,740,756,277

    国県等補助金収入 5,838,173,101

    使用料及び手数料収入 563,224,600

    その他の収入 236,997,288

  臨時支出 42,904,619

    移転費用支出 10,251,567,653

      補助金等支出 7,722,763,375

      社会保障給付支出 2,527,293,978

      その他の支出 1,510,300

  業務収入 15,379,151,266

    業務費用支出 4,398,451,715

      人件費支出 1,909,446,750

      物件費等支出 2,216,674,839

      支払利息支出 97,467,259

      その他の支出 174,862,867

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 14,650,019,368



【様式第1号】

自治体名：阿久根市

会計：連結会計 （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 21,910,904,722   固定負債 14,860,041,558

    有形固定資産 17,039,640,471     地方債等 12,957,916,606

      事業用資産 12,665,289,621     長期未払金 -

        土地 4,679,789,998     退職手当引当金 1,715,953,158

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 -     その他 186,171,794

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 3,056,109,117

        建物 18,738,856,190     １年内償還予定地方債等 2,291,909,491

        建物減価償却累計額 -12,125,674,845     未払金 562,034,227

        建物減損損失累計額 -     未払費用 3,619,791

        工作物 3,576,016,525     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -2,686,035,714     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 144,173,773

        船舶 -     預り金 53,104,611

        船舶減価償却累計額 -     その他 1,267,224

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 17,916,150,675

        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 24,651,818,407

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -14,917,749,900

        航空機 -   他団体出資等分 207,500,000

        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 482,337,467

      インフラ資産 3,097,347,874

        土地 291,364,431

        土地減損損失累計額 -

        建物 3,078,093,778

        建物減価償却累計額 -2,466,852,794

        建物減損損失累計額 -

        工作物 4,469,135,291

        工作物減価償却累計額 -2,301,731,305

        工作物減損損失累計額 -

        その他 850,324

        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 26,488,149

      物品 4,277,756,371

      物品減価償却累計額 -3,000,753,395

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 2,011,707

      ソフトウェア 658,485

      その他 1,353,222

    投資その他の資産 4,869,252,544

      投資及び出資金 86,044,110

        有価証券 14,725,110

        出資金 -146,530,000

        その他 217,849,000

      長期延滞債権 255,378,372

      長期貸付金 -

      基金 4,425,787,013

        減債基金 -

        その他 4,425,787,013

      その他 123,518,322

      徴収不能引当金 -21,475,273

  流動資産 5,946,814,460

    現金預金 2,665,380,203

    未収金 539,016,942

    短期貸付金 -

    基金 2,740,913,685

      財政調整基金 2,020,890,448

      減債基金 720,023,237

    棚卸資産 314,283

    その他 6,045,163

    徴収不能引当金 -4,855,816

  繰延資産 - 純資産合計 9,941,568,507

資産合計 27,857,719,182 負債及び純資産合計 27,857,719,182

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：阿久根市

会計：連結会計 （単位：円）

    資産売却益 18,195,451

    その他 623,957

純行政コスト 18,159,921,448

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 217,065

  臨時利益 18,819,408

  臨時損失 45,330,993

    災害復旧事業費 42,904,619

    資産除売却損 2,209,309

    使用料及び手数料 2,608,226,759

    その他 18,870,079,263

純経常行政コスト 18,133,409,863

      社会保障給付 2,527,295,694

      その他 34,202,006

  経常収益 21,478,306,022

        その他 18,400,114,993

    移転費用 13,459,969,145

      補助金等 10,898,471,445

      その他の業務費用 18,534,643,995

        支払利息 110,395,017

        徴収不能引当金繰入額 24,133,985

        維持補修費 334,459,542

        減価償却費 827,075,460

        その他 310,091

        その他 349,232,970

      物件費等 5,126,377,584

        物件費 3,964,532,491

        職員給与費 1,806,023,050

        賞与等引当金繰入額 144,173,773

        退職手当引当金繰入額 191,295,368

  経常費用 39,611,715,885

    業務費用 26,151,746,740

      人件費 2,490,725,161

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：阿久根市

会計：連結会計 （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 9,004,287,985 23,332,518,029 -14,535,730,044 207,500,000

  純行政コスト（△） -18,159,921,448 -18,159,921,448 -

  財源 19,108,178,768 19,108,178,768 -

    税収等 10,554,391,768 10,554,391,768 -

    国県等補助金 8,553,787,000 8,553,787,000 -

  本年度差額 948,257,320 948,257,320 -

  固定資産等の変動（内部変動） 1,328,132,507 -1,328,132,507

    有形固定資産等の増加 2,673,346,354 -2,673,346,354

    有形固定資産等の減少 -1,475,999,718 1,475,999,718

    貸付金・基金等の増加 1,423,199,774 -1,423,199,774

    貸付金・基金等の減少 -1,292,413,903 1,292,413,903

  資産評価差額 1,906,250 1,906,250

  無償所管換等 203,825,475 203,825,475

  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 957,062 285,146 671,916 -

  その他 -217,665,585 -214,849,000 -2,816,585

  本年度純資産変動額 937,280,522 1,319,300,378 -382,019,856 -

本年度末純資産残高 9,941,568,507 24,651,818,407 -14,917,749,900 207,500,000

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：阿久根市

会計：連結会計 （単位：円）

前年度末歳計外現金残高 39,837,295

本年度歳計外現金増減額 -620,053

本年度末歳計外現金残高 39,217,242

本年度末現金預金残高 2,665,380,203

財務活動収支 165,509,057

本年度資金収支額 139,556,477

前年度末資金残高 2,485,509,836

比例連結割合変更に伴う差額 1,096,648

本年度末資金残高 2,626,162,961

    地方債等償還支出 1,384,715,811

    その他の支出 1,089,132

  財務活動収入 1,551,314,000

    地方債等発行収入 1,551,314,000

    その他の収入 -

    資産売却収入 28,170,404

    その他の収入 171,151,200

投資活動収支 -1,140,646,562

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,385,804,943

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,791,149,535

    国県等補助金収入 648,271,189

    基金取崩収入 873,556,742

    貸付金元金回収収入 70,000,000

  投資活動支出 2,931,796,097

    公共施設等整備費支出 1,955,694,837

    基金積立金支出 902,301,260

    投資及び出資金支出 3,800,000

    貸付金支出 70,000,000

    災害復旧事業費支出 42,904,619

    その他の支出 2,426,372

  臨時収入 152,957

業務活動収支 1,114,693,982

【投資活動収支】

    税収等収入 10,380,390,456

    国県等補助金収入 7,905,515,811

    使用料及び手数料収入 2,563,544,961

    その他の収入 18,760,180,877

  臨時支出 45,330,991

    移転費用支出 13,459,969,145

      補助金等支出 10,898,471,445

      社会保障給付支出 2,527,295,694

      その他の支出 34,202,006

  業務収入 39,609,632,105

    業務費用支出 24,989,790,944

      人件費支出 2,293,201,812

      物件費等支出 4,224,959,309

      支払利息支出 110,382,340

      その他の支出 18,361,247,483

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 38,449,760,089


