
【様式第1号】

自治体名：軽米町

会計：連結会計 （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 51,555,702   固定負債 13,088,385

    有形固定資産 50,007,047     地方債等 10,150,755

      事業用資産 13,205,176     長期未払金 -

        土地 5,360,236     退職手当引当金 1,124,845

        立木竹 233,653     損失補償等引当金 -

        建物 17,385,190     その他 1,812,785

        建物減価償却累計額 -11,205,253   流動負債 1,062,355

        工作物 3,335,732     １年内償還予定地方債等 945,164

        工作物減価償却累計額 -2,026,629     未払金 22,751

        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 81,940

        航空機 -     預り金 10,532

        航空機減価償却累計額 -     その他 1,895

        その他 - 負債合計 14,150,740

        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 53,127,198

      インフラ資産 36,534,987   余剰分（不足分） -12,753,257

        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 1,597,278

      物品減価償却累計額 -1,330,395

    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 1,534,685

      投資及び出資金 67,023

        有価証券 13,198

        出資金 53,825

        その他 -

      長期延滞債権 156,311

      長期貸付金 3,829

      基金 1,312,394

        減債基金 -

        その他 1,312,394

      その他 -

      徴収不能引当金 -4,872

  流動資産 2,968,978

    現金預金 1,343,686

    未収金 34,731

    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 20,381

    その他 -

    徴収不能引当金 -1,315

  繰延資産 - 純資産合計 40,373,941

資産合計 54,524,681 負債及び純資産合計 54,524,681

※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：連結会計 （単位：千円）

    資産売却益 304

    その他 -

純行政コスト 9,109,863

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 4,907

  臨時利益 304

  臨時損失 92,498

    災害復旧事業費 49,866

    資産除売却損 37,725

    使用料及び手数料 274,445

    その他 272,956

純経常行政コスト 9,017,669

      社会保障給付 1,585,297

      その他 21,790

  経常収益 547,401

        その他 120,728

    移転費用 4,273,739

      補助金等 2,666,651

      その他の業務費用 217,095

        支払利息 91,067

        徴収不能引当金繰入額 5,300

        維持補修費 193,246

        減価償却費 2,179,443

        その他 59,798

        その他 239,174

      物件費等 3,753,350

        物件費 1,320,863

        職員給与費 1,056,741

        賞与等引当金繰入額 81,370

        退職手当引当金繰入額 -56,399

  経常費用 9,565,070

    業務費用 5,291,331

      人件費 1,320,886

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：連結会計 （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 41,213,741 53,478,885 -12,265,144 -

  純行政コスト（△） -9,109,863 -9,109,863 -

  財源 7,907,549 7,907,549 -

    税収等 5,480,918 5,480,918 -

    国県等補助金 2,426,631 2,426,631 -

  本年度差額 -1,202,314 -1,202,314 -

  固定資産等の変動（内部変動） -990,357 989,940

    有形固定資産等の増加 952,504 -952,504

    有形固定資産等の減少 -2,248,432 2,323,439

    貸付金・基金等の増加 398,650 -398,650

    貸付金・基金等の減少 -93,079 17,655

  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 -340 289,539 -289,879 -

  その他 -4,230 -18,371 14,140

  本年度純資産変動額 -839,800 -351,688 -488,113 -

本年度末純資産残高 40,373,941 53,127,198 -12,753,257 -

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：連結会計 （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 10,246

本年度歳計外現金増減額 -818

本年度末歳計外現金残高 9,428

本年度末現金預金残高 1,343,686

財務活動収支 66,042

本年度資金収支額 -236,658

前年度末資金残高 1,571,642

比例連結割合変更に伴う差額 -726

本年度末資金残高 1,334,258

    地方債等償還支出 908,658

    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 1,804

    その他の収入 6,635

投資活動収支 -1,121,195

【財務活動収支】

  財務活動支出 908,658

    その他の支出 -

  投資活動収入 143,759

    国県等補助金収入 114,142

    基金取崩収入 16,178

    貸付金元金回収収入 5,000

  投資活動支出 1,264,955

    公共施設等整備費支出 964,979

    基金積立金支出 288,950

    投資及び出資金支出 6,025

    貸付金支出 5,000

    災害復旧事業費支出 49,866

    その他の支出 73

  臨時収入 -

業務活動収支 818,496

【投資活動収支】

    税収等収入 5,475,194

    国県等補助金収入 2,259,257

    使用料及び手数料収入 275,758

    その他の収入 257,080

  臨時支出 49,939

    移転費用支出 4,273,114

      補助金等支出 2,666,651

      社会保障給付支出 1,585,297

      その他の支出 21,166

  業務収入 8,267,290

    業務費用支出 3,125,741

      人件費支出 1,372,321

      物件費等支出 1,571,918

      支払利息支出 91,067

      その他の支出 90,435

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 7,398,855


