
【様式第1号】

自治体名：一宮町

会計：連結会計 （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 16,257,051,359   固定負債 6,203,718,335

    有形固定資産 13,477,835,379     地方債等 3,784,491,052

      事業用資産 7,137,363,899     長期未払金 356

        土地 1,521,082,291     退職手当引当金 1,695,096,471

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 -     その他 724,130,456

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 573,903,489

        建物 13,022,844,259     １年内償還予定地方債等 413,786,856

        建物減価償却累計額 -8,013,328,134     未払金 46,089,458

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 1,554,837,544     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -990,118,255     前受収益 157,659

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 87,119,055

        船舶 -     預り金 21,684,647

        船舶減価償却累計額 -     その他 5,065,814

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 6,777,621,824

        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 17,312,939,627

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -5,911,957,071

        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 78,572,128

        その他減価償却累計額 -36,667,228

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 141,294

      インフラ資産 6,202,931,769

        土地 1,422,828,488

        土地減損損失累計額 -

        建物 1,114,735,002

        建物減価償却累計額 -910,890,258

        建物減損損失累計額 -

        工作物 12,527,240,569

        工作物減価償却累計額 -8,407,009,937

        工作物減損損失累計額 -

        その他 1,193,826,775

        その他減価償却累計額 -894,682,853

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 156,883,983

      物品 277,497,097

      物品減価償却累計額 -139,957,386

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 1,473,519,261

      ソフトウェア 1,710,720

      その他 1,471,808,541

    投資その他の資産 1,305,696,719

      投資及び出資金 23,119,342

        有価証券 -

        出資金 23,119,342

        その他 -

      長期延滞債権 255,313,865

      長期貸付金 2,016,196

      基金 1,047,861,062

        減債基金 149,000

        その他 1,047,712,062

      その他 56

      徴収不能引当金 -22,613,802

  流動資産 1,921,553,021

    現金預金 791,770,029

    未収金 72,837,010

    短期貸付金 95,910

    基金 1,055,792,358

      財政調整基金 1,055,792,358

      減債基金 -

    棚卸資産 1,224,548

    その他 -

    徴収不能引当金 -166,834

  繰延資産 - 純資産合計 11,400,982,556

資産合計 18,178,604,380 負債及び純資産合計 18,178,604,380

連結貸借対照表
（平成31年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：一宮町

会計：連結会計 （単位：円）

    資産売却益 851,200

    その他 2,377,502

純行政コスト 7,634,497,530

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 31,617,842

  臨時利益 3,228,702

  臨時損失 31,617,844

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 2

    使用料及び手数料 444,630,925

    その他 157,154,088

純経常行政コスト 7,606,108,388

      社会保障給付 485,627,443

      その他 13,564,444

  経常収益 601,785,013

        その他 80,710,102

    移転費用 4,744,433,819

      補助金等 4,245,241,932

      その他の業務費用 147,480,484

        支払利息 43,989,746

        徴収不能引当金繰入額 22,780,636

        維持補修費 182,695,316

        減価償却費 719,416,633

        その他 56,840

        その他 314,056,372

      物件費等 1,936,682,684

        物件費 1,034,513,895

        職員給与費 870,993,001

        賞与等引当金繰入額 86,680,768

        退職手当引当金繰入額 107,566,273

  経常費用 8,207,893,401

    業務費用 3,463,459,582

      人件費 1,379,296,414

連結行政コスト計算書
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：連結会計 （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 11,563,924,434 17,375,907,377 -5,811,982,943 -

  純行政コスト（△） -7,634,497,530 -7,634,497,530 -

  財源 7,281,741,554 7,281,741,554 -

    税収等 4,631,798,583 4,631,798,583 -

    国県等補助金 2,649,942,971 2,649,942,971 -

  本年度差額 -352,755,976 -352,755,976 -

  固定資産等の変動（内部変動） -344,581,152 344,581,152

    有形固定資産等の増加 339,481,742 -339,481,742

    有形固定資産等の減少 -736,078,924 736,078,924

    貸付金・基金等の増加 296,188,723 -296,188,723

    貸付金・基金等の減少 -244,172,693 244,172,693

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 1,336,828 1,336,828

  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 190,349,275 282,146,063 -91,796,788 -

  その他 -1,872,005 -1,869,489 -2,516

  本年度純資産変動額 -162,941,878 -62,967,750 -99,974,128 -

本年度末純資産残高 11,400,982,556 17,312,939,627 -5,911,957,071 -

連結純資産変動計算書
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：連結会計 （単位：円）

前年度末歳計外現金残高 5,867,341

本年度歳計外現金増減額 15,818,400

本年度末歳計外現金残高 21,685,741

本年度末現金預金残高 791,770,029

財務活動収支 -140,812,027

本年度資金収支額 -105,358,292

前年度末資金残高 837,039,309

比例連結割合変更に伴う差額 38,403,271

本年度末資金残高 770,084,288

    地方債等償還支出 414,801,655

    その他の支出 7,668,040

  財務活動収入 281,657,668

    地方債等発行収入 281,657,668

    その他の収入 -

    資産売却収入 1,216,000

    その他の収入 -

投資活動収支 -375,894,941

【財務活動収支】

  財務活動支出 422,469,695

    その他の支出 -

  投資活動収入 268,851,392

    国県等補助金収入 28,249,132

    基金取崩収入 239,111,040

    貸付金元金回収収入 275,220

  投資活動支出 644,746,333

    公共施設等整備費支出 350,423,681

    基金積立金支出 294,322,652

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 -

    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 411,348,676

【投資活動収支】

    税収等収入 4,604,962,862

    国県等補助金収入 2,621,693,839

    使用料及び手数料収入 441,508,511

    その他の収入 148,137,329

  臨時支出 -

    移転費用支出 4,809,506,647

      補助金等支出 4,310,314,760

      社会保障給付支出 485,627,443

      その他の支出 13,564,444

  業務収入 7,816,302,541

    業務費用支出 2,595,447,218

      人件費支出 1,271,542,880

      物件費等支出 1,202,538,456

      支払利息支出 43,989,746

      その他の支出 77,376,136

連結資金収支計算書
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 7,404,953,865


