
【様式第１号】

貸借対照表
（平成30年 3月31日現在）

会計：一般会計等 （単位：円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 24,043,806,527 固定負債 7,456,523,074 

有形固定資産 21,416,793,548 地方債 6,389,081,622 
事業用資産 10,791,442,432 長期未払金 - 

土地 3,959,939,797 退職手当引当金 1,065,888,304 
立木竹 - 損失補償等引当金 - 
建物 13,828,430,162 その他 1,553,148 
建物減価償却累計額 △ 7,984,210,394 流動負債 806,246,742 
工作物 466,986,686 １年内償還予定地方債 674,921,718 
工作物減価償却累計額 △ 208,720,536 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 89,578,803 
航空機 - 預り金 40,378,941 
航空機減価償却累計額 - その他 1,367,280 
その他 - 8,262,769,816 
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 729,016,717 固定資産等形成分 24,883,572,968 

インフラ資産 10,487,962,989 余剰分（不足分） △ 8,138,803,837 
土地 1,484,017,547 
建物 2,313,000 
建物減価償却累計額 △ 2,028,395 
工作物 24,084,709,509 
工作物減価償却累計額 △ 15,104,879,312 
その他 - 
その他減価償却累計額 - 
建設仮勘定 23,830,640 

物品 874,615,834 
物品減価償却累計額 △ 737,227,707 

無形固定資産 - 
ソフトウェア - 
その他 - 

投資その他の資産 2,627,012,979 
投資及び出資金 368,375,075 

有価証券 - 
出資金 116,221,823 
その他 252,153,252 

投資損失引当金 - 
長期延滞債権 64,284,101 
長期貸付金 2,040,542 
基金 2,196,515,003 

減債基金 - 
その他 2,196,515,003 

その他 - 
徴収不能引当金 △ 4,201,742 

流動資産 963,732,420 
現金預金 109,290,608 
未収金 15,619,388 
短期貸付金 - 
基金 839,766,441 

財政調整基金 733,440,248 
減債基金 106,326,193 

棚卸資産 - 
その他 - 
徴収不能引当金 △ 944,017 16,744,769,131 

25,007,538,947 25,007,538,947 資産合計

負債合計

純資産合計
負債及び純資産合計

岩美町



【様式第２号】

行政コスト計算書
自　平成29年 4月 1日
至　平成30年 3月31日

会計：一般会計等 （単位：円）

金額

経常費用 5,985,194,967 

業務費用 3,286,979,639 

人件費 1,332,100,025 

職員給与費 1,118,806,636 

賞与等引当金繰入額 89,578,803 

退職手当引当金繰入額 - 

その他 123,714,586 

物件費等 1,855,008,826 

物件費 883,285,664 

維持補修費 111,479,576 

減価償却費 860,243,586 

その他 - 

その他の業務費用 99,870,788 

支払利息 62,611,760 

徴収不能引当金繰入額 3,175,883 

その他 34,083,145 

移転費用 2,698,215,328 

補助金等 1,319,595,816 

社会保障給付 728,166,599 

他会計への繰出金 629,555,887 

その他 20,897,026 

経常収益 242,588,459 

使用料及び手数料 111,194,230 

その他 131,394,229 

純経常行政コスト 5,742,606,508 

臨時損失 124,696,653 

災害復旧事業費 47,999,516 

資産除売却損 76,697,137 

投資損失引当金繰入額 - 

損失補償等引当金繰入額 - 

その他 - 

臨時利益 931,983 

資産売却益 931,983 

その他 - 

純行政コスト 5,866,371,178 

科目

岩美町



【様式第３号】

純資産変動計算書
自　平成29年 4月 1日
至　平成30年 3月31日

会計：一般会計等 （単位：円）

固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）

前年度末純資産残高 16,993,462,560 24,820,059,255 △ 7,826,596,695 

純行政コスト（△） △ 5,866,371,178 △ 5,866,371,178 

財源 5,602,234,579 5,602,234,579 

税収等 4,296,640,034 4,296,640,034 

国県等補助金 1,305,594,545 1,305,594,545 

本年度差額 △ 264,136,599 △ 264,136,599 

固定資産等の変動（内部変動） 48,070,543 △ 48,070,543 

有形固定資産等の増加 1,038,988,037 △ 1,038,988,037 

有形固定資産等の減少 △ 862,702,784 862,702,784 

貸付金・基金等の増加 631,880,667 △ 631,880,667 

貸付金・基金等の減少 △ 760,095,377 760,095,377 

資産評価差額 - - 

無償所管換等 15,443,170 15,443,170 

その他 - - - 

本年度純資産変動額 △ 248,693,429 63,513,713 △ 312,207,142 

本年度末純資産残高 16,744,769,131 24,883,572,968 △ 8,138,803,837 

科目 合計

岩美町



【様式第４号】

資金収支計算書
自　平成29年 4月 1日
至　平成30年 3月31日

会計：一般会計等 （単位：円）

金額

【業務活動収支】
業務支出 5,190,059,678 

業務費用支出 2,491,844,350 
人件費支出 1,330,353,792 
物件費等支出 1,070,986,780 
支払利息支出 62,611,760 
その他の支出 27,892,018 

移転費用支出 2,698,215,328 
補助金等支出 1,319,595,816 
社会保障給付支出 728,166,599 
他会計への繰出支出 629,555,887 
その他の支出 20,897,026 

業務収入 5,646,896,874 
税収等収入 4,297,214,466 
国県等補助金収入 1,134,412,215 
使用料及び手数料収入 109,736,230 
その他の収入 105,533,963 

臨時支出 47,999,516 
災害復旧事業費支出 47,999,516 
その他の支出 - 

臨時収入 12,973,490 
業務活動収支 421,811,170 
【投資活動収支】

投資活動支出 1,489,312,370 
公共施設等整備費支出 1,037,004,437 
基金積立金支出 313,392,681 
投資及び出資金支出 128,915,252 
貸付金支出 10,000,000 
その他の支出 - 

投資活動収入 733,966,901 
国県等補助金収入 158,208,840 
基金取崩収入 564,527,273 
貸付金元金回収収入 10,298,804 
資産売却収入 931,984 
その他の収入 - 

投資活動収支 △ 755,345,469 
【財務活動収支】

財務活動支出 678,916,200 
地方債償還支出 677,548,920 
その他の支出 1,367,280 

財務活動収入 1,002,705,000 
地方債発行収入 1,002,705,000 
その他の収入 - 

財務活動収支 323,788,800 
本年度資金収支額 △ 9,745,499 
前年度末資金残高 78,657,166 
本年度末資金残高 68,911,667 

前年度末歳計外現金残高 42,161,115 
本年度歳計外現金増減額 △ 1,782,174 
本年度末歳計外現金残高 40,378,941 
本年度末現金預金残高 109,290,608 

科目

岩美町


