
【様式第1号】

自治体名：軽米町

会計：一般会計等 （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 45,247,739   固定負債 7,789,303

    有形固定資産 43,447,405     地方債 6,972,980

      事業用資産 12,884,877     長期未払金 -

        土地 5,328,529     退職手当引当金 816,323

        立木竹 233,653     損失補償等引当金 -

        建物 16,059,191     その他 -

        建物減価償却累計額 -10,167,240   流動負債 815,142

        工作物 3,323,557     １年内償還予定地方債 740,540

        工作物減価償却累計額 -2,015,065     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 65,403

        航空機 -     預り金 9,199

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 8,604,445

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 122,251   固定資産等形成分 46,789,624

      インフラ資産 30,408,132   余剰分（不足分） -8,303,754

        土地 182,650

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        工作物 65,809,976

        工作物減価償却累計額 -35,657,856

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 73,362

      物品 1,273,308

      物品減価償却累計額 -1,118,912

    無形固定資産 0

      ソフトウェア -

      その他 0

    投資その他の資産 1,800,334

      投資及び出資金 850,571

        有価証券 53,198

        出資金 54,919

        その他 742,454

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 85,046

      長期貸付金 3,829

      基金 863,406

        減債基金 -

        その他 863,406

      その他 -

      徴収不能引当金 -2,517

  流動資産 1,842,577

    現金預金 288,003

    未収金 13,076

    短期貸付金 -

    基金 1,541,885

      財政調整基金 1,495,666

      減債基金 46,219

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -387 純資産合計 38,485,870

資産合計 47,090,316 負債及び純資産合計 47,090,316

※表示単位未満を四捨五入しているため、内訳と合計が一致しない場合があります。

　四捨五入による金額齟齬は斜体で表示しています。

貸借対照表
（平成31年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：軽米町

会計：一般会計等 （単位：千円）

    その他 -

純行政コスト 5,909,320

    その他 -

  臨時利益 248

    資産売却益 248

    資産除売却損 37,652

    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 5,822,049

  臨時損失 87,519

    災害復旧事業費 49,866

  経常収益 248,066

    使用料及び手数料 49,662

    その他 198,404

      社会保障給付 547,574

      他会計への繰出金 245,509

      その他 15,751

        その他 19,128

    移転費用 1,924,283

      補助金等 1,115,449

      その他の業務費用 62,446

        支払利息 40,414

        徴収不能引当金繰入額 2,904

        維持補修費 131,384

        減価償却費 1,867,180

        その他 -

        その他 161,585

      物件費等 3,125,748

        物件費 1,127,183

        職員給与費 788,239

        賞与等引当金繰入額 65,403

        退職手当引当金繰入額 -57,590

  経常費用 6,070,115

    業務費用 4,145,832

      人件費 957,638

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：軽米町

会計：一般会計等 （単位：千円）

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 39,263,896 47,209,042 -7,945,146

  純行政コスト（△） -5,909,320 -5,909,320

  財源 4,777,194 4,777,194

    税収等 4,074,879 4,074,879

    国県等補助金 702,315 702,315

  本年度差額 -1,132,126 -1,132,126

  固定資産等の変動（内部変動） -773,935 773,518

    有形固定資産等の増加 864,903 -864,903

    有形固定資産等の減少 -1,905,968 1,905,968

    貸付金・基金等の増加 284,265 -284,265

    貸付金・基金等の減少 -17,135 16,718

  資産評価差額 -27 -27

  無償所管換等 354,669 354,669

  その他 -125 -125 0

  本年度純資産変動額 -778,026 -419,418 -358,608

本年度末純資産残高 38,485,870 46,789,624 -8,303,754

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：軽米町

会計：一般会計等 （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 10,018

本年度歳計外現金増減額 -819

本年度末歳計外現金残高 9,199

本年度末現金預金残高 288,003

    その他の収入 -

財務活動収支 180,147

本年度資金収支額 -232,224

前年度末資金残高 511,028

本年度末資金残高 278,804

  財務活動支出 713,153

    地方債償還支出 713,153

    その他の支出 -

  財務活動収入 893,300

    地方債発行収入 893,300

    貸付金元金回収収入 5,000

    資産売却収入 1,748

    その他の収入 -

投資活動収支 -1,026,809

【財務活動収支】

    貸付金支出 5,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 127,333

    国県等補助金収入 105,146

    基金取崩収入 15,439

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,154,142

    公共施設等整備費支出 864,903

    基金積立金支出 271,447

    投資及び出資金支出 12,792

  臨時支出 49,866

    災害復旧事業費支出 49,866

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 614,438

  業務収入 4,918,386

    税収等収入 4,073,454

    国県等補助金収入 597,169

    使用料及び手数料収入 50,247

    その他の収入 197,515

    移転費用支出 1,924,283

      補助金等支出 1,115,449

      社会保障給付支出 547,574

      他会計への繰出支出 245,509

      その他の支出 15,751

    業務費用支出 2,329,798

      人件費支出 1,011,689

      物件費等支出 1,258,567

      支払利息支出 40,414

      その他の支出 19,128

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 4,254,082


