
【様式第1号】

会計：一般会計等 （単位：百万円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 10,131   固定負債 3,546

    有形固定資産 8,474     地方債 2,965

      事業用資産 6,723     長期未払金 -

        土地 397     退職手当引当金 580

        立木竹 496     損失補償等引当金 -

        建物 13,257     その他 -

        建物減価償却累計額 -7,993   流動負債 355

        工作物 769     １年内償還予定地方債 315

        工作物減価償却累計額 -217     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 37

        航空機 -     預り金 4

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 3,901

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 13   固定資産等形成分 11,659

      インフラ資産 1,696   余剰分（不足分） -3,826

        土地 1

        建物 60

        建物減価償却累計額 -35

        工作物 11,823

        工作物減価償却累計額 -10,170

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 17

      物品 579

      物品減価償却累計額 -523

    無形固定資産 -

      ソフトウェア -

      その他 -

    投資その他の資産 1,657

      投資及び出資金 515

        有価証券 -

        出資金 78

        その他 437

      投資損失引当金 -375

      長期延滞債権 29

      長期貸付金 -

      基金 1,490

        減債基金 -

        その他 1,490

      その他 -

      徴収不能引当金 -3

  流動資産 1,603

    現金預金 68

    未収金 8

    短期貸付金 -

    基金 1,528

      財政調整基金 970

      減債基金 558

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -1 純資産合計 7,832

資産合計 11,734 負債及び純資産合計 11,734

※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30年3月31日現在）



【様式第2号】

会計：一般会計等 （単位：百万円）

    その他 -

純行政コスト 3,009

    その他 -

  臨時利益 -

    資産売却益 -

    資産除売却損 0

    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 3,005

  臨時損失 4

    災害復旧事業費 4

  経常収益 129

    使用料及び手数料 71

    その他 58

      社会保障給付 246

      他会計への繰出金 264

      その他 4

        その他 29

    移転費用 1,312

      補助金等 798

      その他の業務費用 57

        支払利息 25

        徴収不能引当金繰入額 2

        維持補修費 43

        減価償却費 434

        その他 -

        その他 57

      物件費等 1,315

        物件費 838

        職員給与費 457

        賞与等引当金繰入額 2

        退職手当引当金繰入額 -65

  経常費用 3,134

    業務費用 1,822

      人件費 450

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



【様式第3号】

会計：一般会計等 （単位：百万円）

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 7,538 11,443 -3,905

  純行政コスト（△） -3,009 -3,009

  財源 3,303 3,303

    税収等 2,332 2,332

    国県等補助金 971 971

  本年度差額 294 294

  固定資産等の変動（内部変動） 215 -215

    有形固定資産等の増加 584 -584

    有形固定資産等の減少 -434 434

    貸付金・基金等の増加 1,209 -1,209

    貸付金・基金等の減少 -1,144 1,144

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 0 0

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 294 215 79

本年度末純資産残高 7,832 11,659 -3,826

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】

会計：一般会計等 （単位：百万円）

前年度末歳計外現金残高 5

本年度歳計外現金増減額 -1

本年度末歳計外現金残高 4

本年度末現金預金残高 68

    その他の収入 -

財務活動収支 -55

本年度資金収支額 -40

前年度末資金残高 104

本年度末資金残高 64

  財務活動支出 311

    地方債償還支出 311

    その他の支出 -

  財務活動収入 256

    地方債発行収入 256

    貸付金元金回収収入 12

    資産売却収入 -

    その他の収入 -

投資活動収支 -585

【財務活動収支】

    貸付金支出 12

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,187

    国県等補助金収入 66

    基金取崩収入 1,109

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,772

    公共施設等整備費支出 584

    基金積立金支出 1,155

    投資及び出資金支出 20

  臨時支出 4

    災害復旧事業費支出 4

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 600

  業務収入 3,364

    税収等収入 2,329

    国県等補助金収入 905

    使用料及び手数料収入 71

    その他の収入 58

    移転費用支出 1,312

      補助金等支出 798

      社会保障給付支出 246

      他会計への繰出支出 264

      その他の支出 4

    業務費用支出 1,449

      人件費支出 514

      物件費等支出 881

      支払利息支出 25

      その他の支出 29

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 2,761



【様式第1号】

自治体名：横浜町

会計：全体会計 （単位：百万円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 11,215   固定負債 3,971

    有形固定資産 9,485     地方債等 3,151

      事業用資産 6,723     長期未払金 -

        土地 397     退職手当引当金 651

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 496     その他 169

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 452

        建物 13,685     １年内償還予定地方債等 386

        建物減価償却累計額 -8,421     未払金 20

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 769     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -217     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 41

        船舶 -     預り金 4

        船舶減価償却累計額 -     その他 0

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 4,423

        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 12,836

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -4,045

        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 -

        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 13

      インフラ資産 2,661

        土地 27

        土地減損損失累計額 -

        建物 184

        建物減価償却累計額 -129

        建物減損損失累計額 -

        工作物 14,204

        工作物減価償却累計額 -11,641

        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 17

      物品 771

      物品減価償却累計額 -670

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 -

      ソフトウェア -

      その他 -

    投資その他の資産 1,731

      投資及び出資金 466

        有価証券 -

        出資金 78

        その他 388

      投資損失引当金 -375

      長期延滞債権 54

      長期貸付金 -

      基金 1,592

        減債基金 -

        その他 1,592

      その他 -

      徴収不能引当金 -6

  流動資産 1,998

    現金預金 336

    未収金 45

    短期貸付金 -

    基金 1,620

      財政調整基金 1,062

      減債基金 558

    棚卸資産 3

    その他 -

    徴収不能引当金 -6

  繰延資産 - 純資産合計 8,791

資産合計 13,213 負債及び純資産合計 13,213

※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30年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：横浜町

会計：全体会計 （単位：百万円）

    資産売却益 -

    その他 -

純行政コスト 4,256

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 -

    災害復旧事業費 4

    資産除売却損 0

    投資損失引当金繰入額 -

    その他 70

純経常行政コスト 4,252

  臨時損失 4

      その他 4

  経常収益 217

    使用料及び手数料 147

    移転費用 2,347

      補助金等 2,096

      社会保障給付 248

        支払利息 30

        徴収不能引当金繰入額 5

        その他 56

        減価償却費 499

        その他 -

      その他の業務費用 91

      物件費等 1,504

        物件費 931

        維持補修費 74

        賞与等引当金繰入額 2

        退職手当引当金繰入額 -50

        その他 60

    業務費用 2,121

      人件費 526

        職員給与費 515

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 4,468



【様式第3号】

自治体名：横浜町

会計：全体会計 （単位：百万円）

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 8,499 12,652 -4,152 -

  純行政コスト（△） -4,256 -4,256 -

  財源 4,535 4,535 -

    税収等 3,103 3,103 -

    国県等補助金 1,432 1,432 -

  本年度差額 280 280 -

  固定資産等の変動（内部変動） 172 -172

    有形固定資産等の増加 572 -572

    有形固定資産等の減少 -499 499

    貸付金・基金等の増加 1,306 -1,306

    貸付金・基金等の減少 -1,207 1,207

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 - -

  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 12 12 -

  本年度純資産変動額 291 184 107 -

本年度末純資産残高 8,791 12,836 -4,045 -

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：横浜町

会計：全体会計 （単位：百万円）

本年度末歳計外現金残高 4

本年度末現金預金残高 336

本年度末資金残高 332

前年度末歳計外現金残高 5

本年度歳計外現金増減額 -1

本年度資金収支額 -19

前年度末資金残高 350

比例連結割合変更に伴う差額 -

    地方債等発行収入 272

    その他の収入 -

財務活動収支 -81

    地方債等償還支出 353

    その他の支出 -

  財務活動収入 272

投資活動収支 -622

【財務活動収支】

  財務活動支出 353

    貸付金元金回収収入 12

    資産売却収入 0

    その他の収入 -

  投資活動収入 1,217

    国県等補助金収入 66

    基金取崩収入 1,139

    投資及び出資金支出 20

    貸付金支出 12

    その他の支出 -

  投資活動支出 1,839

    公共施設等整備費支出 584

    基金積立金支出 1,223

  臨時収入 -

業務活動収支 685

【投資活動収支】

  臨時支出 4

    災害復旧事業費支出 4

    その他の支出 -

    国県等補助金収入 1,367

    使用料及び手数料収入 147

    その他の収入 70

      その他の支出 4

  業務収入 4,684

    税収等収入 3,100

    移転費用支出 2,347

      補助金等支出 2,096

      社会保障給付支出 248

      物件費等支出 987

      支払利息支出 30

      その他の支出 56

  業務支出 3,996

    業務費用支出 1,648

      人件費支出 575

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】



【様式第1号】

自治体名：横浜町

会計：連結会計 （単位：百万円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 12,073   固定負債 4,544

    有形固定資産 10,195     地方債等 3,296

      事業用資産 7,295     長期未払金 19

        土地 450     退職手当引当金 948

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 496     その他 281

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 610

        建物 16,015     １年内償還予定地方債等 419

        建物減価償却累計額 -10,297     未払金 55

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 821     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -257     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 76

        船舶 -     預り金 12

        船舶減価償却累計額 -     その他 49

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 5,154

        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 13,722

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -4,594

        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 226

        その他減価償却累計額 -193

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 32

      インフラ資産 2,712

        土地 27

        土地減損損失累計額 -

        建物 258

        建物減価償却累計額 -153

        建物減損損失累計額 -

        工作物 14,204

        工作物減価償却累計額 -11,641

        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 17

      物品 1,113

      物品減価償却累計額 -924

      物品減損損失累計額 -

    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 1,878

      投資及び出資金 29

        有価証券 0

        出資金 29

        その他 0

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 54

      長期貸付金 5

      基金 1,794

        減債基金 -

        その他 1,794

      その他 2

      徴収不能引当金 -6

  流動資産 2,210

    現金預金 444

    未収金 111

    短期貸付金 -

    基金 1,649

      財政調整基金 1,091

      減債基金 558

    棚卸資産 11

    その他 0

    徴収不能引当金 -6

  繰延資産 - 純資産合計 9,128

資産合計 14,283 負債及び純資産合計 14,283

※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30年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：横浜町

会計：連結会計 （単位：百万円）

    資産売却益 0

    その他 0

純行政コスト 5,184

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 0

  臨時利益 0

    災害復旧事業費 4

    資産除売却損 0

    投資損失引当金繰入額 -

    その他 289

純経常行政コスト 5,181

  臨時損失 4

      その他 4

  経常収益 787

    使用料及び手数料 498

    移転費用 2,771

      補助金等 1,554

      社会保障給付 1,213

        支払利息 35

        徴収不能引当金繰入額 5

        その他 203

        減価償却費 559

        その他 63

      その他の業務費用 242

      物件費等 1,865

        物件費 1,162

        維持補修費 80

        賞与等引当金繰入額 22

        退職手当引当金繰入額 -59

        その他 156

    業務費用 3,197

      人件費 1,091

        職員給与費 971

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 5,968



【様式第3号】

自治体名：横浜町

会計：連結会計 （単位：百万円）

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 8,840 13,537 -4,697 -

  純行政コスト（△） -5,184 -5,184 -

  財源 5,457 5,457 -

    税収等 3,563 3,563 -

    国県等補助金 1,894 1,894 -

  本年度差額 273 273 -

  固定資産等の変動（内部変動） 168 -168

    有形固定資産等の増加 617 -617

    有形固定資産等の減少 -560 560

    貸付金・基金等の増加 1,335 -1,335

    貸付金・基金等の減少 -1,224 1,224

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 0 0

  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 18 20 -2 -

  その他 18 18 0

  本年度純資産変動額 308 205 103 -

本年度末純資産残高 9,128 13,722 -4,594 -

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：横浜町

会計：連結会計 （単位：百万円）

本年度末歳計外現金残高 6

本年度末現金預金残高 444

本年度末資金残高 437

前年度末歳計外現金残高 6

本年度歳計外現金増減額 0

本年度資金収支額 -21

前年度末資金残高 458

比例連結割合変更に伴う差額 0

    地方債等発行収入 290

    その他の収入 28

財務活動収支 -110

    地方債等償還支出 387

    その他の支出 41

  財務活動収入 318

投資活動収支 -636

【財務活動収支】

  財務活動支出 428

    貸付金元金回収収入 12

    資産売却収入 0

    その他の収入 16

  投資活動収入 1,251

    国県等補助金収入 69

    基金取崩収入 1,154

    投資及び出資金支出 0

    貸付金支出 13

    その他の支出 -

  投資活動支出 1,887

    公共施設等整備費支出 634

    基金積立金支出 1,240

  臨時収入 0

業務活動収支 725

【投資活動収支】

  臨時支出 4

    災害復旧事業費支出 4

    その他の支出 0

    国県等補助金収入 1,825

    使用料及び手数料収入 499

    その他の収入 286

      その他の支出 4

  業務収入 6,163

    税収等収入 3,553

    移転費用支出 2,771

      補助金等支出 1,553

      社会保障給付支出 1,213

      物件費等支出 1,289

      支払利息支出 34

      その他の支出 202

  業務支出 5,435

    業務費用支出 2,664

      人件費支出 1,139

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】


