
一宮町　連結会計 【様式第1号】

（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 16,560,468,996   固定負債 6,482,267,057

    有形固定資産 14,071,685,730     地方債等 3,973,662,425

      事業用資産 7,624,219,750     長期未払金 65

        土地 1,571,899,042     退職手当引当金 1,786,357,895

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 12,918,634,123     その他 722,246,672

        建物減価償却累計額 -7,515,632,532   流動負債 582,390,944

        工作物 1,422,774,974     １年内償還予定地方債等 456,248,557

        工作物減価償却累計額 -924,639,374     未払金 32,922,355

        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 180,775

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 78,665,824

        航空機 -     預り金 6,857,359

        航空機減価償却累計額 -     その他 7,516,074

        その他 66,597,822 負債合計 7,064,658,001

        その他減価償却累計額 -32,480,545 【純資産の部】

        建設仮勘定 117,066,240   固定資産等形成分 17,843,678,917

      インフラ資産 6,364,650,890   余剰分（不足分） -6,212,441,173

        土地 1,356,972,276   他団体出資等分 -

        建物 1,064,363,938

        建物減価償却累計額 -877,469,475

        工作物 12,256,117,313

        工作物減価償却累計額 -7,848,106,973

        その他 1,100,105,918

        その他減価償却累計額 -771,058,453

        建設仮勘定 83,726,346

      物品 187,398,858

      物品減価償却累計額 -104,583,768

    無形固定資産 1,416,052,393

      ソフトウェア 3,421,440

      その他 1,412,630,953

    投資その他の資産 1,072,730,873

      投資及び出資金 23,119,312

        有価証券 -

        出資金 23,119,312

        その他 -

      長期延滞債権 280,069,844

      長期貸付金 2,498,873

      基金 797,877,961

        減債基金 147,000

        その他 797,730,961

      その他 56

      徴収不能引当金 -30,835,173

  流動資産 2,135,426,749

    現金預金 710,076,752

    未収金 140,938,506

    短期貸付金 56,150

    基金 1,283,153,771

      財政調整基金 1,283,153,771

      減債基金 -

    棚卸資産 816,303

    その他 609,810

    徴収不能引当金 -224,543

  繰延資産 - 純資産合計 11,631,237,744

資産合計 18,695,895,745 負債及び純資産合計 18,695,895,745

連結貸借対照表
（平成29年3月31日現在）



一宮町　連結会計 【様式第2号】

（単位：円）

連結行政コスト計算書
自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日

科目名 金額

  経常費用 9,484,630,010

    業務費用 3,438,735,716

      人件費 1,351,639,480

        職員給与費 844,909,859

        賞与等引当金繰入額 78,285,481

        退職手当引当金繰入額 113,402,949

        その他 315,041,191

      物件費等 1,828,266,831

        物件費 964,132,607

        維持補修費 134,274,166

        減価償却費 729,805,867

        その他 54,191

      その他の業務費用 258,829,405

        支払利息 59,859,468

        徴収不能引当金繰入額 31,059,716

        その他 167,910,221

    移転費用 6,045,894,294

      補助金等 5,553,954,562

      社会保障給付 478,368,945

      その他 13,570,787

  経常収益 526,057,921

    使用料及び手数料 439,524,657

    その他 86,533,264

純経常行政コスト 8,958,572,089

  臨時損失 2

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 2

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 1,585,376

    資産売却益 1,492,544

    その他 92,832

純行政コスト 8,956,986,715



一宮町　連結会計 【様式第3号】

（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 11,874,819,352 18,220,718,161 -6,345,898,809 -

  純行政コスト（△） -8,956,986,715 -8,956,986,715 -

  財源 8,705,780,536 8,705,780,536 -

    税収等 6,064,968,082 6,064,968,082 -

    国県等補助金 2,640,812,454 2,640,812,454 -

  本年度差額 -251,206,179 -251,206,179 -

  固定資産等の変動（内部変動） -383,050,222 383,050,222

    有形固定資産等の増加 302,900,537 -302,900,537

    有形固定資産等の減少 -730,720,740 730,720,740

    貸付金・基金等の増加 224,143,442 -224,143,442

    貸付金・基金等の減少 -179,373,461 179,373,461

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 7,819,003 7,819,003

  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 -194,432 -1,808,025 1,613,593

  本年度純資産変動額 -243,581,608 -377,039,244 133,457,636 -

本年度末純資産残高 11,631,237,744 17,843,678,917 -6,212,441,173 -

連結純資産変動計算書
自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日



一宮町　連結会計 【様式第4号】

（単位：円）

連結資金収支計算書
自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 8,624,935,152

    業務費用支出 2,528,840,590

      人件費支出 1,240,202,471

      物件費等支出 1,116,389,013

      支払利息支出 59,859,468

      その他の支出 112,389,638

    移転費用支出 6,096,094,562

      補助金等支出 5,604,417,212

      社会保障給付支出 478,368,945

      その他の支出 13,308,405

  業務収入 9,238,365,095

    税収等収入 6,039,678,083

    国県等補助金収入 2,674,145,668

    使用料及び手数料収入 438,517,873

    その他の収入 86,023,471

  臨時支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 92,832

業務活動収支 613,522,775

【投資活動収支】

  投資活動支出 523,436,763

    公共施設等整備費支出 305,705,605

    基金積立金支出 214,436,665

    投資及び出資金支出 3,294,437

    貸付金支出 53

    その他の支出 3

  投資活動収入 130,275,576

    国県等補助金収入 35,052,561

    基金取崩収入 93,501,102

    貸付金元金回収収入 67,545

    資産売却収入 1,654,368

    その他の収入 -

投資活動収支 -393,161,187

【財務活動収支】

  財務活動支出 467,443,116

    地方債等償還支出 459,231,297

    その他の支出 8,211,819

  財務活動収入 289,335,868

    地方債等発行収入 289,335,868

    その他の収入 -

前年度末歳計外現金残高 7,446,802

本年度歳計外現金増減額 -589,443

本年度末歳計外現金残高 6,857,359

本年度末現金預金残高 710,076,752

財務活動収支 -178,107,248

本年度資金収支額 42,254,340

前年度末資金残高 660,965,053

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 703,219,393


