
【様式第1号】

自治体名：一宮町

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 11,345,328,250   固定負債 4,507,906,243

    有形固定資産 9,748,689,600     地方債 3,034,676,989

      事業用資産 4,723,512,292     長期未払金 -

        土地 1,389,163,253     退職手当引当金 1,473,229,254

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 9,010,201,572     その他 -

        建物減価償却累計額 -5,872,772,572   流動負債 392,735,542

        工作物 475,057,280     １年内償還予定地方債 319,099,518

        工作物減価償却累計額 -287,374,616     未払金 59,000

        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 67,707,631

        航空機 -     預り金 5,869,393

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 9,271,800 負債合計 4,900,641,785

        その他減価償却累計額 -34,425 【純資産の部】

        建設仮勘定 -   固定資産等形成分 12,364,435,250

      インフラ資産 4,935,931,655   余剰分（不足分） -4,613,448,735

        土地 1,246,326,520

        建物 859,385,027

        建物減価償却累計額 -763,616,558

        工作物 10,817,448,129

        工作物減価償却累計額 -7,231,337,412

        その他 8,799,840

        その他減価償却累計額 -1,073,891

        建設仮勘定 -

      物品 147,388,654

      物品減価償却累計額 -58,143,001

    無形固定資産 1,710,720

      ソフトウェア 1,710,720

      その他 -

    投資その他の資産 1,594,927,930

      投資及び出資金 798,979,000

        有価証券 -

        出資金 798,979,000

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 102,896,229

      長期貸付金 -

      基金 701,877,000

        減債基金 149,000

        その他 701,728,000

      その他 -

      徴収不能引当金 -8,824,299

  流動資産 1,306,300,050

    現金預金 257,915,224

    未収金 29,399,350

    短期貸付金 -

    基金 1,019,107,000

      財政調整基金 1,019,107,000

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -121,524 純資産合計 7,750,986,515

資産合計 12,651,628,300 負債及び純資産合計 12,651,628,300

貸借対照表
（平成31年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：一宮町

会計：一般会計等 （単位：円）

    その他 -

純行政コスト 4,030,107,227

    その他 -

  臨時利益 851,200

    資産売却益 851,200

    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 -

純経常行政コスト 4,030,958,425

  臨時損失 2

    災害復旧事業費 -

  経常収益 225,299,356

    使用料及び手数料 96,952,360

    その他 128,346,996

      社会保障給付 481,228,989

      他会計への繰出金 376,336,897

      その他 11,064,580

        その他 21,381,981

    移転費用 1,881,953,128

      補助金等 1,013,322,662

      その他の業務費用 58,285,006

        支払利息 27,957,202

        徴収不能引当金繰入額 8,945,823

        維持補修費 128,770,931

        減価償却費 464,364,618

        その他 -

        その他 291,151,956

      物件費等 1,324,598,809

        物件費 731,463,260

        職員給与費 632,561,251

        賞与等引当金繰入額 67,707,631

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 4,256,257,781

    業務費用 2,374,304,653

      人件費 991,420,838

行政コスト計算書
自　平成30年4月1日
至　平成31年3月31日

科目名 金額



【様式第3号】

自治体名：一宮町

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 7,985,810,586 12,642,598,812 -4,656,788,226

  純行政コスト（△） -4,030,107,227 -4,030,107,227

  財源 3,795,150,007 3,795,150,007

    税収等 3,072,153,412 3,072,153,412

    国県等補助金 722,996,595 722,996,595

  本年度差額 -234,957,220 -234,957,220

  固定資産等の変動（内部変動） -278,296,711 278,296,711

    有形固定資産等の増加 237,114,878 -237,114,878

    有形固定資産等の減少 -464,729,420 464,729,420

    貸付金・基金等の増加 186,836,000 -186,836,000

    貸付金・基金等の減少 -237,518,169 237,518,169

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 133,149 133,149

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -234,824,071 -278,163,562 43,339,491

本年度末純資産残高 7,750,986,515 12,364,435,250 -4,613,448,735

純資産変動計算書
自　平成30年4月1日
至　平成31年3月31日



【様式第4号】

自治体名：一宮町

会計：一般会計等 （単位：円）

前年度末歳計外現金残高 5,779,642

本年度歳計外現金増減額 89,751

本年度末歳計外現金残高 5,869,393

本年度末現金預金残高 257,915,224

    その他の収入 -

財務活動収支 -91,102,526

本年度資金収支額 -103,893,349

前年度末資金残高 355,939,180

本年度末資金残高 252,045,831

  財務活動支出 315,902,526

    地方債償還支出 315,902,526

    その他の支出 -

  財務活動収入 224,800,000

    地方債発行収入 224,800,000

    貸付金元金回収収入 -

    資産売却収入 1,216,000

    その他の収入 -

投資活動収支 -162,991,378

【財務活動収支】

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 260,959,500

    国県等補助金収入 26,329,500

    基金取崩収入 233,414,000

【投資活動収支】

  投資活動支出 423,950,878

    公共施設等整備費支出 237,114,878

    基金積立金支出 186,836,000

    投資及び出資金支出 -

  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 150,200,555

  業務収入 3,994,014,742

    税収等収入 3,076,883,185

    国県等補助金収入 696,667,095

    使用料及び手数料収入 96,752,110

    その他の収入 123,712,352

    移転費用支出 1,947,025,956

      補助金等支出 1,078,395,490

      社会保障給付支出 481,228,989

      他会計への繰出支出 376,336,897

      その他の支出 11,064,580

    業務費用支出 1,896,788,231

      人件費支出 987,186,757

      物件費等支出 860,234,191

      支払利息支出 27,957,202

      その他の支出 21,410,081

資金収支計算書
自　平成30年4月1日
至　平成31年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 3,843,814,187


