
【様式第1号】

自治体名：美郷町

会計：一般会計等 （単位：円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 29,503,881,155   固定負債 9,477,762,698

    有形固定資産 26,165,761,700     地方債 8,093,678,937

      事業用資産 17,756,750,556     長期未払金 -

        土地 4,374,087,029     退職手当引当金 1,384,083,761

        立木竹 186,169,394     損失補償等引当金 -

        建物 32,089,714,901     その他 -

        建物減価償却累計額 -19,501,108,563   流動負債 1,418,082,768

        工作物 991,374,744     １年内償還予定地方債 1,243,662,000

        工作物減価償却累計額 -464,944,329     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 109,343,714

        航空機 -     預り金 65,077,054

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 9,352,800 負債合計 10,895,845,466

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 72,104,580   固定資産等形成分 32,178,069,155

      インフラ資産 8,114,808,262   余剰分（不足分） -10,371,007,960

        土地 3,129,425,134

        建物 693,154,630

        建物減価償却累計額 -549,641,913

        工作物 41,623,256,998

        工作物減価償却累計額 -36,843,997,111

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 62,610,524

      物品 2,068,928,488

      物品減価償却累計額 -1,774,725,606

    無形固定資産 4,202,280

      ソフトウェア 4,202,280

      その他 -

    投資その他の資産 3,333,917,175

      投資及び出資金 222,678,971

        有価証券 87,152,181

        出資金 135,526,790

        その他 -

      投資損失引当金 -22,887,210

      長期延滞債権 70,943,038

      長期貸付金 131,740,944

      基金 2,936,960,800

        減債基金 -

        その他 2,936,960,800

      その他 -

      徴収不能引当金 -5,519,368

  流動資産 3,199,025,506

    現金預金 501,296,163

    未収金 25,527,373

    短期貸付金 -

    基金 2,674,188,000

      財政調整基金 2,073,411,000

      減債基金 600,777,000

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -1,986,030 純資産合計 21,807,061,195

資産合計 32,702,906,661 負債及び純資産合計 32,702,906,661

貸借対照表
（平成30年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：美郷町

会計：一般会計等 （単位：円）

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

科目名 金額

  経常費用 10,104,503,148

    業務費用 5,978,841,612

      人件費 1,807,623,514

        職員給与費 1,670,541,157

        賞与等引当金繰入額 2,871,073

        退職手当引当金繰入額 45,879,831

        その他 88,331,453

      物件費等 4,064,734,619

        物件費 2,296,836,676

        維持補修費 525,160,383

        減価償却費 1,227,251,474

        その他 15,486,086

      その他の業務費用 106,483,479

        支払利息 63,571,876

        徴収不能引当金繰入額 820,262

        その他 42,091,341

    移転費用 4,125,661,536

      補助金等 2,470,799,730

      社会保障給付 990,472,914

      他会計への繰出金 662,370,833

      その他 2,018,059

  経常収益 453,221,010

    使用料及び手数料 266,537,929

    その他 186,683,081

純経常行政コスト 9,651,282,138

  臨時損失 28,410,848

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 5,523,638

    投資損失引当金繰入額 22,887,210

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 14,679,617

純行政コスト 9,657,359,914

    その他 -

  臨時利益 22,333,072

    資産売却益 7,653,455



【様式第3号】

自治体名：美郷町

会計：一般会計等 （単位：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 21,995,162,107 33,158,101,729 -11,162,939,622

  純行政コスト（△） -9,657,359,914 -9,657,359,914

  財源 9,464,706,619 9,464,706,619

    税収等 7,902,290,184 7,902,290,184

    国県等補助金 1,562,416,435 1,562,416,435

  本年度差額 -192,653,295 -192,653,295

  固定資産等の変動（内部変動） -984,584,957 984,584,957

    有形固定資産等の増加 1,003,933,210 -1,003,933,210

    有形固定資産等の減少 -1,889,597,167 1,889,597,167

    貸付金・基金等の増加 231,079,000 -231,079,000

    貸付金・基金等の減少 -330,000,000 330,000,000

  資産評価差額 -221,937 -221,937

  無償所管換等 4,774,320 4,774,320

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -188,100,912 -980,032,574 791,931,662

本年度末純資産残高 21,807,061,195 32,178,069,155 -10,371,007,960

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



【様式第4号】

自治体名：美郷町

会計：一般会計等 （単位：円）

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

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 8,766,870,310

    業務費用支出 4,641,208,774

      人件費支出 1,758,872,610

      物件費等支出 2,789,209,571

      支払利息支出 63,571,876

      その他の支出 29,554,717

    移転費用支出 4,125,661,536

      補助金等支出 2,470,799,730

      社会保障給付支出 990,472,914

      他会計への繰出支出 662,370,833

      その他の支出 2,018,059

  業務収入 9,819,906,295

    税収等収入 7,895,658,775

    国県等補助金収入 1,472,020,237

    使用料及び手数料収入 265,534,399

    その他の収入 186,692,884

  臨時支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 29,586,000

業務活動収支 1,082,621,985

【投資活動収支】

  投資活動支出 751,311,794

    公共施設等整備費支出 450,761,794

    基金積立金支出 148,720,000

    投資及び出資金支出 7,750,000

    貸付金支出 144,080,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 513,342,014

    国県等補助金収入 -

    基金取崩収入 347,809,000

    貸付金元金回収収入 156,905,659

    資産売却収入 8,627,355

    その他の収入 -

投資活動収支 -237,969,780

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,612,336,140

    地方債償還支出 1,612,336,140

    その他の支出 -

  財務活動収入 712,800,000

    地方債発行収入 712,800,000

前年度末歳計外現金残高 70,497,861

本年度歳計外現金増減額 -5,420,807

本年度末歳計外現金残高 65,077,054

本年度末現金預金残高 501,296,163

    その他の収入 -

財務活動収支 -899,536,140

本年度資金収支額 -54,883,935

前年度末資金残高 491,103,044

本年度末資金残高 436,219,109


