
【様式第１号】

全体貸借対照表
（平成30年 3月31日現在）

会計：全体会計 （単位：円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 40,972,183,234 固定負債 17,159,026,782 

有形固定資産 38,123,751,109 地方債等 15,038,899,557 
事業用資産 14,325,703,250 長期未払金 - 

土地 4,495,782,378 退職手当引当金 1,065,888,304 
立木竹 - 損失補償等引当金 - 
建物 18,967,620,883 その他 1,054,238,921 
建物減価償却累計額 △ 10,131,829,921 流動負債 1,626,110,776 
工作物 601,967,564 １年内償還予定地方債等 1,269,860,042 
工作物減価償却累計額 △ 336,854,371 未払金 152,984,979 
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 149,778,586 
航空機 - 預り金 52,119,889 
航空機減価償却累計額 - その他 1,367,280 
その他 - 18,785,137,558 
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 41,688,511,675 

インフラ資産 23,128,570,931 余剰分（不足分） △ 16,814,751,020 
土地 1,573,505,712 
建物 3,690,015,126 
建物減価償却累計額 △ 1,173,246,672 
工作物 38,996,056,723 
工作物減価償却累計額 △ 19,990,422,452 
その他 148,850 
その他減価償却累計額 - 
建設仮勘定 32,513,644 

物品 2,547,067,249 
物品減価償却累計額 △ 1,877,590,321 

無形固定資産 - 
ソフトウェア - 
その他 - 

投資その他の資産 2,848,432,125 
投資及び出資金 116,221,823 

有価証券 - 
出資金 116,221,823 
その他 - 

投資損失引当金 - 
長期延滞債権 151,128,320 
長期貸付金 21,990,542 
基金 2,566,643,684 

減債基金 - 
その他 2,566,643,684 

その他 - 
徴収不能引当金 △ 7,552,244 

流動資産 2,686,714,979 
現金預金 1,516,286,801 
未収金 306,327,787 
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 26,579,858 
その他 - 
徴収不能引当金 △ 2,245,908 

繰延資産 - 24,873,760,655 
43,658,898,213 43,658,898,213 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】

全体行政コスト計算書
自　平成29年 4月 1日
至　平成30年 3月31日

会計：全体会計 （単位：円）

金額

経常費用 11,297,093,507 

業務費用 6,114,992,450 

人件費 2,407,538,597 

職員給与費 2,134,421,228 

賞与等引当金繰入額 149,272,583 

退職手当引当金繰入額 - 

その他 123,844,786 

物件費等 3,311,528,171 

物件費 1,700,104,101 

維持補修費 171,615,392 

減価償却費 1,439,808,678 

その他 - 

その他の業務費用 395,925,682 

支払利息 251,453,757 

徴収不能引当金繰入額 7,185,369 

その他 137,286,556 

移転費用 5,182,101,057 

補助金等 4,426,519,056 

社会保障給付 728,703,775 

他会計への繰出金 - 

その他 26,878,226 

経常収益 2,382,250,846 

使用料及び手数料 1,843,149,781 

その他 539,101,065 

純経常行政コスト 8,914,842,661 

臨時損失 126,197,390 

災害復旧事業費 47,999,516 

資産除売却損 78,197,874 

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 9,040,108,068 

科目

岩美町



【様式第３号】

全体純資産変動計算書
自　平成29年 4月 1日
至　平成30年 3月31日

会計：全体会計 （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 25,173,987,654 42,236,342,821 △ 17,062,355,167 

純行政コスト（△） △ 9,040,108,068 △ 9,040,108,068 

財源 8,723,155,217 8,723,155,217 

税収等 6,284,927,034 6,284,927,034 

国県等補助金 2,438,228,183 2,438,228,183 

本年度差額 △ 316,952,851 △ 316,952,851 

固定資産等の変動（内部変動） △ 564,556,998 564,556,998 

有形固定資産等の増加 1,186,556,122 △ 1,186,556,122 

有形固定資産等の減少 △ 1,443,768,613 1,443,768,613 

貸付金・基金等の増加 735,761,212 △ 735,761,212 

貸付金・基金等の減少 △ 1,043,105,719 1,043,105,719 

資産評価差額 - - 

無償所管換等 16,725,852 16,725,852 

その他 - - - 

本年度純資産変動額 △ 300,226,999 △ 547,831,146 247,604,147 

本年度末純資産残高 24,873,760,655 41,688,511,675 △ 16,814,751,020 

科目 合計

岩美町



【様式第４号】

全体資金収支計算書
自　平成29年 4月 1日
至　平成30年 3月31日

会計：全体会計 （単位：円）

金額

【業務活動収支】
業務支出 9,893,312,561 

業務費用支出 4,706,367,304 
人件費支出 2,400,139,168 
物件費等支出 1,932,200,094 
支払利息支出 251,453,757 
その他の支出 122,574,285 

移転費用支出 5,186,945,257 
補助金等支出 4,426,519,056 
社会保障給付支出 728,703,775 
他会計への繰出支出 - 
その他の支出 31,722,426 

業務収入 10,923,535,579 
税収等収入 6,260,128,997 
国県等補助金収入 2,232,590,289 
使用料及び手数料収入 1,917,575,532 
その他の収入 513,240,761 

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 995,196,992 
【投資活動収支】

投資活動支出 1,625,457,168 
公共施設等整備費支出 1,185,855,204 
基金積立金支出 423,207,964 
投資及び出資金支出 200,000 
貸付金支出 16,194,000 
その他の支出 - 

投資活動収入 807,132,715 
国県等補助金収入 193,183,210 
基金取崩収入 601,757,717 
貸付金元金回収収入 10,992,804 
資産売却収入 931,984 
その他の収入 267,000 

投資活動収支 △ 818,324,453 
【財務活動収支】

財務活動支出 1,240,495,405 
地方債等償還支出 1,239,128,125 
その他の支出 1,367,280 

財務活動収入 1,110,005,000 
地方債等発行収入 1,110,005,000 
その他の収入 - 

財務活動収支 △ 130,490,405 
本年度資金収支額 46,382,134 
前年度末資金残高 1,429,525,726 
本年度末資金残高 1,475,907,860 

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 1,516,286,801 

科目

岩美町


