
【様式第１号】

連結貸借対照表
（平成30年 3月31日現在）

（単位：円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 41,406,025,303 固定負債 17,373,444,640 

有形固定資産 38,468,412,279 地方債等 15,141,076,458 
事業用資産 14,605,680,838 長期未払金 - 

土地 4,578,660,147 退職手当引当金 1,172,686,876 
立木竹 - 損失補償等引当金 - 
建物 19,483,924,700 その他 1,059,681,306 
建物減価償却累計額 △ 10,496,994,777 流動負債 1,701,667,332 
工作物 994,099,808 １年内償還予定地方債等 1,290,040,031 
工作物減価償却累計額 △ 706,283,603 未払金 194,584,768 
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 159,032,323 
航空機 - 預り金 54,435,704 
航空機減価償却累計額 - その他 3,574,506 
その他 - 19,075,111,972 
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 752,274,563 固定資産等形成分 42,126,829,324 

インフラ資産 23,168,308,528 余剰分（不足分） △ 16,985,592,903 
土地 1,573,505,712 他団体出資等分 8,195,909 
建物 3,690,015,126 
建物減価償却累計額 △ 1,173,246,672 
工作物 39,063,441,735 
工作物減価償却累計額 △ 20,018,069,867 
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 2,655,180,200 
物品減価償却累計額 △ 1,960,757,287 

無形固定資産 997,500 
ソフトウェア 997,500 
その他 - 

投資その他の資産 2,936,615,524 
投資及び出資金 50,295,323 

有価証券 10,000 
出資金 50,285,323 
その他 - 

投資損失引当金 - 
長期延滞債権 151,186,528 
長期貸付金 21,990,542 
基金 2,716,695,375 

減債基金 - 
その他 2,716,695,375 

その他 4,000,000 
徴収不能引当金 △ 7,552,244 

流動資産 2,818,518,999 
現金預金 1,635,489,382 
未収金 313,751,232 
短期貸付金 - 
基金 844,242,021 

財政調整基金 737,915,828 
減債基金 106,326,193 

棚卸資産 27,098,901 
その他 183,371 
徴収不能引当金 △ 2,245,908 

繰延資産 - 25,149,432,330 
44,224,544,302 44,224,544,302 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】

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

（単位：円）

金額

経常費用 13,612,326,230 

業務費用 6,925,031,484 

人件費 2,602,720,334 

職員給与費 2,314,218,998 

賞与等引当金繰入額 158,526,320 

退職手当引当金繰入額 4,178,903 

その他 125,796,113 

物件費等 3,472,274,032 

物件費 1,813,086,286 

維持補修費 185,177,228 

減価償却費 1,474,010,518 

その他 - 

その他の業務費用 850,037,118 

支払利息 252,038,952 

徴収不能引当金繰入額 7,185,369 

その他 590,812,797 

移転費用 6,687,294,746 

補助金等 5,927,867,335 

社会保障給付 728,703,775 

他会計への繰出金 - 

その他 30,723,636 

経常収益 2,878,134,630 

使用料及び手数料 1,843,805,064 

その他 1,034,329,566 

純経常行政コスト 10,734,191,600 

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 4,249,530 

資産売却益 4,246,410 

その他 3,120 

純行政コスト 10,856,139,460 

科目

岩美町



【様式第３号】

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

（単位：円）

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 25,459,476,699 42,707,948,607 △ 17,256,188,529 7,716,621 

純行政コスト（△） △ 10,856,139,460 △ 10,856,618,748 479,288 

財源 10,535,127,380 10,535,127,380 0 

税収等 7,176,143,674 7,176,143,674 0 

国県等補助金 3,358,983,706 3,358,983,706 0 

本年度差額 △ 321,012,080 △ 321,491,368 479,288 

固定資産等の変動（内部変動） △ 573,620,223 573,620,223 

有形固定資産等の増加 1,215,984,540 △ 1,215,984,540 

有形固定資産等の減少 △ 1,477,970,453 1,477,970,453 

貸付金・基金等の増加 752,002,460 △ 752,002,460 

貸付金・基金等の減少 △ 1,063,636,770 1,063,636,770 

資産評価差額 - - 

無償所管換等 16,790,433 16,790,433 

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 △ 5,822,523 △ 24,289,493 18,466,970 

その他 △ 199 0 △ 199 

本年度純資産変動額 △ 310,044,369 △ 581,119,283 270,595,626 479,288 

本年度末純資産残高 25,149,432,330 42,126,829,324 △ 16,985,592,903 8,195,909 

科目 合計

岩美町



【様式第４号】

連結資金収支計算書
自　平成29年 4月 1日
至　平成30年 3月31日

（単位：円）

金額

【業務活動収支】
業務支出 12,162,726,816 

業務費用支出 5,469,784,570 
人件費支出 2,603,345,738 
物件費等支出 2,044,749,883 
支払利息支出 252,038,952 
その他の支出 569,649,997 

移転費用支出 6,692,942,246 
補助金等支出 5,927,867,335 
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 36,371,136 

業務収入 13,215,214,862 
税収等収入 7,135,539,371 
国県等補助金収入 3,153,345,812 
使用料及び手数料収入 1,918,230,815 
その他の収入 1,008,098,864 

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 1,017,462,020 
【投資活動収支】

投資活動支出 1,671,400,108 
公共施設等整備費支出 1,215,283,622 
基金積立金支出 439,408,986 
投資及び出資金支出 513,500 
貸付金支出 16,194,000 
その他の支出 - 

投資活動収入 847,362,726 
国県等補助金収入 193,183,210 
基金取崩収入 622,867,035 
貸付金元金回収収入 10,992,804 
資産売却収入 4,246,411 
その他の収入 16,073,266 

投資活動収支 △ 824,037,382 
【財務活動収支】

財務活動支出 1,260,165,141 
地方債等償還支出 1,258,522,366 
その他の支出 1,642,775 

財務活動収入 1,125,452,463 
地方債等発行収入 1,125,429,050 
その他の収入 23,413 

財務活動収支 △ 134,712,678 
本年度資金収支額 58,711,960 
前年度末資金残高 1,536,535,610 
比例連結割合変更に伴う差額 △ 674,336 
本年度末資金残高 1,594,573,234 

前年度末歳計外現金残高 42,807,121 
本年度歳計外現金増減額 △ 1,890,973 
本年度末歳計外現金残高 40,916,148 
本年度末現金預金残高 1,635,489,382 

科目

岩美町


