
【様式第1号】

自治体名：美郷町

会計：連結会計 （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 42,944,459,285   固定負債 17,100,835,908

    有形固定資産 38,967,508,114     地方債等 13,077,883,298

      事業用資産 20,835,036,344     長期未払金 20,047,874

        土地 4,773,183,491     退職手当引当金 2,442,631,008

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 186,169,394     その他 1,560,273,728

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 2,030,820,325

        建物 34,375,727,918     １年内償還予定地方債等 1,740,563,598

        建物減価償却累計額 -20,292,590,151     未払金 53,635,736

        建物減損損失累計額 -     未払費用 4,262,533

        工作物 1,074,859,133     前受金 518,505

        工作物減価償却累計額 -500,388,488     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 153,051,974

        船舶 -     預り金 70,859,886

        船舶減価償却累計額 -     その他 7,928,093

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 19,131,656,233

        浮標等 - 【純資産の部】

        浮標等減価償却累計額 -   固定資産等形成分 45,745,729,647

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -17,787,904,237

        航空機 -   他団体出資等分 -

        航空機減価償却累計額 -

        航空機減損損失累計額 -

        その他 1,040,582,800

        その他減価償却累計額 -75,870,000

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 253,362,247

      インフラ資産 17,037,240,703

        土地 3,161,036,631

        土地減損損失累計額 -

        建物 945,505,043

        建物減価償却累計額 -561,283,450

        建物減損損失累計額 -

        工作物 53,381,009,274

        工作物減価償却累計額 -39,951,637,319

        工作物減損損失累計額 -

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 62,610,524

      物品 3,243,187,164

      物品減価償却累計額 -2,147,956,097

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 17,584,737

      ソフトウェア 15,920,166

      その他 1,664,571

    投資その他の資産 3,959,366,434

      投資及び出資金 85,816,181

        有価証券 27,152,181

        出資金 58,664,000

        その他 -

      長期延滞債権 151,501,498

      長期貸付金 131,740,944

      基金 3,602,700,113

        減債基金 -

        その他 3,602,700,113

      その他 196,430

      徴収不能引当金 -12,588,732

  流動資産 4,145,022,358

    現金預金 1,198,785,394

    未収金 124,948,551

    短期貸付金 -

    基金 2,801,270,362

      財政調整基金 2,200,493,362

      減債基金 600,777,000

    棚卸資産 21,756,663

    その他 1,555,818

    徴収不能引当金 -3,294,430

  繰延資産 - 純資産合計 27,957,825,410

資産合計 47,089,481,643 負債及び純資産合計 47,089,481,643

連結貸借対照表
（平成30年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：美郷町

会計：連結会計 （単位：円）

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

科目名 金額

  経常費用 19,192,435,735

    業務費用 8,758,287,761

      人件費 2,867,157,754

        職員給与費 2,330,167,969

        賞与等引当金繰入額 42,254,014

        退職手当引当金繰入額 291,337,791

        その他 203,397,980

      物件費等 5,521,740,727

        物件費 3,208,694,904

        維持補修費 559,582,911

        減価償却費 1,722,125,549

        その他 31,337,363

      その他の業務費用 369,389,280

        支払利息 157,798,965

        徴収不能引当金繰入額 3,271,473

        その他 208,318,842

    移転費用 10,434,147,974

      補助金等 6,666,869,635

      社会保障給付 3,606,385,795

      その他 160,892,544

  経常収益 1,443,132,552

    使用料及び手数料 836,525,062

    その他 606,607,490

純経常行政コスト 17,749,303,183

  臨時損失 30,157,004

    災害復旧事業費 1,600,101

    資産除売却損 26,377,744

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 2,179,159

  臨時利益 36,315,983

    資産売却益 7,831,066

    その他 28,484,917

純行政コスト 17,743,144,204



【様式第3号】

自治体名：美郷町

会計：連結会計 （単位：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 33,116,852,160 50,290,683,222 -17,173,831,062 -

  純行政コスト（△） -17,743,144,204 -17,743,144,204 -

  財源 17,470,447,127 17,470,447,127 -

    税収等 12,544,355,813 12,544,355,813 -

    国県等補助金 4,926,091,314 4,926,091,314 -

  本年度差額 -272,697,077 -272,697,077 -

  固定資産等の変動（内部変動） -962,673,591 962,673,591

    有形固定資産等の増加 1,754,686,796 -1,754,686,796

    有形固定資産等の減少 -2,630,209,631 2,630,209,631

    貸付金・基金等の増加 294,784,036 -294,784,036

    貸付金・基金等の減少 -381,934,792 381,934,792

  資産評価差額 -221,937 -221,937

  無償所管換等 -8,526,846,620 -8,526,846,620

  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 220,829,188 196,428,112 24,401,076 -

  その他 3,419,909,696 4,748,360,461 -1,328,450,765

  本年度純資産変動額 -5,159,026,750 -4,544,953,575 -614,073,175 -

本年度末純資産残高 27,957,825,410 45,745,729,647 -17,787,904,237 -

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



【様式第4号】

自治体名：美郷町

会計：連結会計 （単位：円）

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

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 20,762,933,978

    業務費用支出 10,327,456,228

      人件費支出 2,581,678,622

      物件費等支出 7,407,858,542

      支払利息支出 157,798,965

      その他の支出 180,120,099

    移転費用支出 10,435,477,750

      補助金等支出 6,668,774,266

      社会保障給付支出 3,606,385,795

      その他の支出 160,317,689

  業務収入 18,496,367,849

    税収等収入 12,215,235,178

    国県等補助金収入 4,818,075,330

    使用料及び手数料収入 858,434,759

    その他の収入 604,622,582

  臨時支出 1,678,073

    災害復旧事業費支出 1,600,101

    その他の支出 77,972

  臨時収入 29,586,000

業務活動収支 -2,238,658,202

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,338,685,324

    公共施設等整備費支出 974,393,696

    基金積立金支出 212,461,628

    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 911,423,373

    国県等補助金収入 86,833,031

    基金取崩収入 409,547,489

    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 249,509,839

投資活動収支 -427,261,951

【財務活動収支】

  財務活動支出 2,210,078,321

    地方債等償還支出 2,206,608,193

    その他の支出 3,470,128

  財務活動収入 1,155,474,013

    地方債等発行収入 1,155,474,013

    その他の収入 -

前年度末歳計外現金残高 72,511,109

本年度歳計外現金増減額 -4,497,205

本年度末歳計外現金残高 68,013,904

本年度末現金預金残高 1,198,785,394

財務活動収支 -1,054,604,308

本年度資金収支額 -3,720,524,461

前年度末資金残高 1,281,851,443

比例連結割合変更に伴う差額 3,569,444,508

本年度末資金残高 1,130,771,490


