
一宮町　一般会計 【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 11,699,928,016   固定負債 4,803,055,276

    有形固定資産 10,144,809,072     地方債 3,221,379,033

      事業用資産 5,002,429,835     長期未払金 -

        土地 1,389,395,084     退職手当引当金 1,581,676,243

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 8,980,364,172     その他 -

        建物減価償却累計額 -5,454,378,584   流動負債 398,087,713

        工作物 346,812,053     １年内償還予定地方債 331,690,846

        工作物減価償却累計額 -259,762,890     未払金 88,900

        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 59,473,633

        航空機 -     預り金 6,834,334

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 5,201,142,989

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 -   固定資産等形成分 12,947,765,016

      インフラ資産 5,124,024,070   余剰分（不足分） -4,831,579,451

        土地 1,195,294,400

        建物 809,813,027

        建物減価償却累計額 -736,272,706

        工作物 10,628,626,329

        工作物減価償却累計額 -6,781,487,300

        その他 8,050,320

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 -

      物品 72,891,693

      物品減価償却累計額 -54,536,526

    無形固定資産 3,421,440

      ソフトウェア 3,421,440

      その他 -

    投資その他の資産 1,551,697,504

      投資及び出資金 797,459,000

        有価証券 -

        出資金 797,459,000

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 126,959,674

      長期貸付金 -

      基金 640,258,000

        減債基金 147,000

        その他 640,111,000

      その他 -

      徴収不能引当金 -12,979,170

  流動資産 1,617,400,538

    現金預金 273,723,334

    未収金 95,945,690

    短期貸付金 -

    基金 1,247,837,000

      財政調整基金 1,247,837,000

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -105,486 純資産合計 8,116,185,565

資産合計 13,317,328,554 負債及び純資産合計 13,317,328,554

貸借対照表
（平成29年3月31日現在）



一宮町　一般会計 【様式第2号】

（単位：円）

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 4,250,276,421

    業務費用 2,268,203,801

      人件費 951,784,923

        職員給与費 598,042,883

        賞与等引当金繰入額 59,473,633

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 294,268,407

      物件費等 1,225,531,398

        物件費 673,062,946

        維持補修費 87,763,006

        減価償却費 464,705,446

        その他 -

      その他の業務費用 90,887,480

        支払利息 39,399,114

        徴収不能引当金繰入額 13,084,656

        その他 38,403,710

    移転費用 1,982,072,620

      補助金等 1,114,428,913

      社会保障給付 478,085,200

      他会計への繰出金 379,158,409

      その他 10,400,098

  経常収益 155,383,399

    使用料及び手数料 96,657,209

    その他 58,726,190

純経常行政コスト 4,094,893,022

  臨時損失 2

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 2

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

純行政コスト 4,093,405,024

    その他 -

  臨時利益 1,488,000

    資産売却益 1,488,000



一宮町　一般会計 【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)

前年度末純資産残高 8,248,340,379 13,240,573,855 -4,992,233,476

  純行政コスト（△） -4,093,405,024 -4,093,405,024

  財源 3,961,250,199 3,961,250,199

    税収等 3,065,414,445 3,065,414,445

    国県等補助金 895,835,754 895,835,754

  本年度差額 -132,154,825 -132,154,825

  固定資産等の変動（内部変動） -292,808,850 292,808,850

    有形固定資産等の増加 125,870,612 -125,870,612

    有形固定資産等の減少 -464,964,648 464,964,648

    貸付金・基金等の増加 172,622,000 -172,622,000

    貸付金・基金等の減少 -126,336,814 126,336,814

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 11 11

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -132,154,814 -292,808,839 160,654,025

本年度末純資産残高 8,116,185,565 12,947,765,016 -4,831,579,451

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　一般会計 【様式第4号】

（単位：円）

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 3,796,346,299

    業務費用支出 1,763,811,029

      人件費支出 951,377,449

      物件費等支出 760,825,952

      支払利息支出 39,399,114

      その他の支出 12,208,514

    移転費用支出 2,032,535,270

      補助金等支出 1,164,891,563

      社会保障給付支出 478,085,200

      他会計への繰出支出 379,158,409

      その他の支出 10,400,098

  業務収入 4,155,393,249

    税収等収入 3,071,111,260

    国県等補助金収入 928,908,193

    使用料及び手数料収入 96,651,129

    その他の収入 58,722,667

  臨時支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 359,046,950

【投資活動収支】

  投資活動支出 298,492,612

    公共施設等整備費支出 125,870,612

    基金積立金支出 167,650,000

    投資及び出資金支出 4,972,000

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 121,084,761

    国県等補助金収入 35,052,561

    基金取崩収入 84,285,000

    貸付金元金回収収入 -

    資産売却収入 1,747,200

    その他の収入 -

投資活動収支 -177,407,851

【財務活動収支】

  財務活動支出 331,584,659

    地方債償還支出 331,584,659

    その他の支出 -

  財務活動収入 180,900,000

    地方債発行収入 180,900,000

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 -612,468

本年度末歳計外現金残高 6,834,334

本年度末現金預金残高 273,723,334

    その他の収入 -

財務活動収支 -150,684,659

本年度資金収支額 30,954,440

前年度末資金残高 235,934,560

本年度末資金残高 266,889,000


