
【様式第1号】

自治体名：軽米町

会計：全体会計 （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 50,725,415   固定負債 12,658,816

    有形固定資産 49,578,195     地方債等 10,029,707

      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 1,812,785

        建物減価償却累計額 -10,167,240   流動負債 1,007,827

        工作物 3,323,557     １年内償還予定地方債等 923,031

        工作物減価償却累計額 -2,015,065     未払金 4,160

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 73

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 69,469

        航空機 -     預り金 9,199

        航空機減価償却累計額 -     その他 1,895

        その他 - 負債合計 13,666,642

        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 52,296,910

      インフラ資産 36,534,987   余剰分（不足分） -12,387,991

        土地 263,488   他団体出資等分 -

        建物 962,424

        建物減価償却累計額 -276,495

        工作物 73,496,953

        工作物減価償却累計額 -38,838,958

        その他 2,336,756

        その他減価償却累計額 -1,569,030

        建設仮勘定 159,850

      物品 1,295,479

      物品減価償却累計額 -1,137,149

    無形固定資産 13,971

      ソフトウェア -

      その他 13,971

    投資その他の資産 1,133,248

      投資及び出資金 108,117

        有価証券 53,198

        出資金 54,919

        その他 -

      長期延滞債権 153,929

      長期貸付金 3,829

      基金 871,406

        減債基金 -

        その他 871,406

      その他 -

      徴収不能引当金 -4,033

  流動資産 2,850,147

    現金預金 1,243,075

    未収金 28,771

    短期貸付金 -

    基金 1,571,495

      財政調整基金 1,525,276

      減債基金 46,219

    棚卸資産 7,651

    その他 -

    徴収不能引当金 -846

  繰延資産 - 純資産合計 39,908,919

資産合計 53,575,561 負債及び純資産合計 53,575,561

※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。

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：軽米町

会計：全体会計 （単位：千円）

    資産売却益 248

    その他 -

純行政コスト 7,153,871

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 248

  臨時損失 87,519

    災害復旧事業費 49,866

    資産除売却損 37,652

    使用料及び手数料 243,584

    その他 238,473

純経常行政コスト 7,066,600

      社会保障給付 547,574

      その他 15,764

  経常収益 482,057

        その他 73,397

    移転費用 2,751,603

      補助金等 2,188,264

      その他の業務費用 168,768

        支払利息 90,693

        徴収不能引当金繰入額 4,679

        維持補修費 193,127

        減価償却費 2,125,195

        その他 -

        その他 192,239

      物件費等 3,588,777

        物件費 1,270,455

        職員給与費 835,960

        賞与等引当金繰入額 68,899

        退職手当引当金繰入額 -57,590

  経常費用 7,548,657

    業務費用 4,797,054

      人件費 1,039,508

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：軽米町

会計：全体会計 （単位：千円）

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 40,731,836 52,930,297 -12,198,461 -

  純行政コスト（△） -7,153,871 -7,153,871 -

  財源 5,963,994 5,963,994 -

    税収等 4,340,777 4,340,777 -

    国県等補助金 1,623,218 1,623,218 -

  本年度差額 -1,189,876 -1,189,876 -

  固定資産等の変動（内部変動） -987,972 987,554

    有形固定資産等の増加 943,178 -943,178

    有形固定資産等の減少 -2,194,183 2,269,191

    貸付金・基金等の増加 355,176 -355,176

    貸付金・基金等の減少 -92,143 16,718

  資産評価差額 -27 -27

  無償所管換等 367,529 367,529

  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 -125 -12,917 12,792

  本年度純資産変動額 -822,917 -633,387 -189,530 -

本年度末純資産残高 39,908,919 52,296,910 -12,387,991 -

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：軽米町

会計：全体会計 （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 1,243,075

財務活動収支 89,274

本年度資金収支額 -217,175

前年度末資金残高 1,451,052

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 1,233,877

    地方債等償還支出 885,426

    その他の支出 -

  財務活動収入 974,700

    地方債等発行収入 974,700

    その他の収入 -

    資産売却収入 1,748

    その他の収入 6,635

投資活動収支 -1,089,136

【財務活動収支】

  財務活動支出 885,426

    その他の支出 -

  投資活動収入 142,964

    国県等補助金収入 114,142

    基金取崩収入 15,439

    貸付金元金回収収入 5,000

  投資活動支出 1,232,101

    公共施設等整備費支出 955,654

    基金積立金支出 271,447

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 5,000

    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 782,687

【投資活動収支】

    税収等収入 4,335,466

    国県等補助金収入 1,455,844

    使用料及び手数料収入 244,898

    その他の収入 237,162

  臨時支出 49,866

    移転費用支出 2,751,603

      補助金等支出 2,188,264

      社会保障給付支出 547,574

      その他の支出 15,764

  業務収入 6,273,369

    業務費用支出 2,689,212

      人件費支出 1,093,698

      物件費等支出 1,461,584

      支払利息支出 90,693

      その他の支出 43,237

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 5,440,816


