
【様式第1号】

自治体名：一宮町

会計：全体会計 （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 12,819,832,530   固定負債 4,745,378,678

    有形固定資産 10,824,659,018     地方債 3,272,149,424

      事業用資産 5,753,383,737     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 10,825,994,823     その他 -

        建物減価償却累計額 -6,984,740,937   流動負債 432,326,103

        工作物 1,462,887,180     １年内償還予定地方債 353,782,574

        工作物減価償却累計額 -949,157,957     未払金 222,700

        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 72,451,436

        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 5,177,704,781

        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 13,872,591,530

      インフラ資産 4,971,817,859   余剰分（不足分） -4,778,705,719

        土地 1,272,581,015

        建物 859,385,027

        建物減価償却累計額 -763,616,558

        工作物 11,324,433,009

        工作物減価償却累計額 -7,728,690,583

        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 175,029,397

      物品減価償却累計額 -75,571,975

    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 1,993,462,792

      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 255,198,594

      長期貸付金 -

      基金 961,899,000

        減債基金 149,000

        その他 961,750,000

      その他 -

      徴収不能引当金 -22,613,802

  流動資産 1,451,758,062

    現金預金 330,650,966

    未収金 68,514,930

    短期貸付金 -

    基金 1,052,759,000

      財政調整基金 1,052,759,000

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -166,834 純資産合計 9,093,885,811

資産合計 14,271,590,592 負債及び純資産合計 14,271,590,592

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：全体会計 （単位：円）

    その他 -

純行政コスト 6,350,522,478

    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 6,351,373,676

  臨時損失 2

    災害復旧事業費 -

  経常収益 276,371,718

    使用料及び手数料 134,287,984

    その他 142,083,734

      社会保障給付 483,514,421

      他会計への繰出金 -

      その他 13,280,180

        その他 48,175,161

    移転費用 3,984,715,117

      補助金等 3,487,920,516

      その他の業務費用 107,006,247

        支払利息 36,050,450

        徴収不能引当金繰入額 22,780,636

        維持補修費 138,151,145

        減価償却費 523,128,446

        その他 -

        その他 303,839,083

      物件費等 1,483,617,253

        物件費 822,337,662

        職員給与費 676,116,258

        賞与等引当金繰入額 72,451,436

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 6,627,745,394

    業務費用 2,643,030,277

      人件費 1,052,406,777

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：全体会計 （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 9,295,370,069 14,110,314,482 -4,814,944,413

  純行政コスト（△） -6,350,522,478 -6,350,522,478

  財源 6,148,905,071 6,148,905,071

    税収等 4,039,772,892 4,039,772,892

    国県等補助金 2,109,132,179 2,109,132,179

  本年度差額 -201,617,407 -201,617,407

  固定資産等の変動（内部変動） -237,856,101 237,856,101

    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 -523,493,248 523,493,248

    貸付金・基金等の増加 286,682,326 -286,682,326

    貸付金・基金等の減少 -238,160,057 238,160,057

  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 -201,484,258 -237,722,952 36,238,694

本年度末純資産残高 9,093,885,811 13,872,591,530 -4,778,705,719

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：全体会計 （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 330,650,966

    その他の収入 -

財務活動収支 -128,349,070

本年度資金収支額 -143,642,386

前年度末資金残高 468,423,959

本年度末資金残高 324,781,573

  財務活動支出 353,149,070

    地方債償還支出 353,149,070

    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 -261,174,378

【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 522,133,878

    公共施設等整備費支出 237,114,878

    基金積立金支出 285,019,000

    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 245,881,062

  業務収入 6,389,214,125

    税収等収入 4,042,399,721

    国県等補助金収入 2,082,802,679

    使用料及び手数料収入 132,976,455

    その他の収入 131,035,270

    移転費用支出 4,049,787,945

      補助金等支出 3,552,993,344

      社会保障給付支出 483,514,421

      他会計への繰出支出 -

      その他の支出 13,280,180

    業務費用支出 2,093,545,118

      人件費支出 1,049,185,341

      物件費等支出 960,488,807

      支払利息支出 36,050,450

      その他の支出 47,820,520

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 6,143,333,063


