
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 16,291,356,537   固定負債 6,195,574,979

    有形固定資産 13,745,766,922     地方債等 3,905,219,423

      事業用資産 7,402,754,127     長期未払金 292

        土地 1,526,139,087     退職手当引当金 1,611,604,401

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 12,958,955,910     その他 678,750,863

        建物減価償却累計額 -7,756,627,730   流動負債 541,039,875

        工作物 1,503,427,078     １年内償還予定地方債等 413,004,961

        工作物減価償却累計額 -956,513,292     未払金 31,647,359

        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 176,320

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 83,513,614

        航空機 -     預り金 5,867,341

        航空機減価償却累計額 -     その他 6,830,280

        その他 69,251,716 負債合計 6,736,614,854

        その他減価償却累計額 -35,813,452 【純資産の部】

        建設仮勘定 93,934,810   固定資産等形成分 17,375,907,377

      インフラ資産 6,259,180,993   余剰分（不足分） -5,811,982,943

        土地 1,407,898,818   他団体出資等分 -

        建物 1,115,774,122

        建物減価償却累計額 -903,513,800

        工作物 12,350,393,357

        工作物減価償却累計額 -8,118,467,377

        その他 1,107,985,592

        その他減価償却累計額 -805,734,658

        建設仮勘定 104,844,939

      物品 208,791,991

      物品減価償却累計額 -124,960,189

    無形固定資産 1,361,969,009

      ソフトウェア 2,566,080

      その他 1,359,402,929

    投資その他の資産 1,183,620,606

      投資及び出資金 24,992,716

        有価証券 -

        出資金 24,992,716

        その他 -

      長期延滞債権 259,321,220

      長期貸付金 2,384,786

      基金 920,460,078

        減債基金 148,000

        その他 920,312,078

      その他 58

      徴収不能引当金 -23,538,252

  流動資産 2,009,182,751

    現金預金 842,906,650

    未収金 80,968,154

    短期貸付金 111,339

    基金 1,084,439,501

      財政調整基金 1,084,439,501

      減債基金 -

    棚卸資産 928,943

    その他 -

    徴収不能引当金 -171,836

  繰延資産 - 純資産合計 11,563,924,434

資産合計 18,300,539,288 負債及び純資産合計 18,300,539,288

連結貸借対照表
（平成30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29年4月1日
至　平成30年3月31日

科目名 金額

  経常費用 8,521,773,347

    業務費用 3,219,935,417

      人件費 1,235,510,379

        職員給与費 839,554,495

        賞与等引当金繰入額 83,132,401

        退職手当引当金繰入額 3,258,399

        その他 309,565,084

      物件費等 1,818,095,354

        物件費 985,413,433

        維持補修費 97,193,615

        減価償却費 735,434,862

        その他 53,444

      その他の業務費用 166,329,684

        支払利息 50,947,369

        徴収不能引当金繰入額 23,710,088

        その他 91,672,227

    移転費用 5,301,837,930

      補助金等 4,800,868,924

      社会保障給付 487,779,755

      その他 13,189,251

  経常収益 578,905,631

    使用料及び手数料 434,893,218

    その他 144,012,413

純経常行政コスト 7,942,867,716

  臨時損失 14,523

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 14,523

  臨時利益 526,523

    資産売却益 512,000

    その他 14,523

純行政コスト 7,942,355,716



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 11,417,758,814 17,629,868,695 -6,212,109,881 -

  純行政コスト（△） -7,942,355,716 -7,942,355,716 -

  財源 8,081,440,391 8,081,440,391 -

    税収等 5,918,901,486 5,918,901,486 -

    国県等補助金 2,162,538,905 2,162,538,905 -

  本年度差額 139,084,675 139,084,675 -

  固定資産等の変動（内部変動） -294,731,758 294,731,758

    有形固定資産等の増加 519,550,556 -519,550,556

    有形固定資産等の減少 -735,814,534 735,814,534

    貸付金・基金等の増加 240,955,741 -240,955,741

    貸付金・基金等の減少 -319,423,521 319,423,521

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 1 1

  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 5,368,506 40,345,116 -34,976,610 -

  その他 1,712,438 425,323 1,287,115

  本年度純資産変動額 146,165,620 -253,961,318 400,126,938 -

本年度末純資産残高 11,563,924,434 17,375,907,377 -5,811,982,943 -

連結純資産変動計算書
自　平成29年4月1日
至　平成30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29年4月1日
至　平成30年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 7,491,475,550

    業務費用支出 2,453,812,229

      人件費支出 1,230,892,310

      物件費等支出 1,080,360,002

      支払利息支出 50,947,369

      その他の支出 91,612,548

    移転費用支出 5,037,663,321

      補助金等支出 4,536,968,722

      社会保障給付支出 487,779,755

      その他の支出 12,914,844

  業務収入 8,154,712,348

    税収等収入 5,446,381,638

    国県等補助金収入 2,150,359,705

    使用料及び手数料収入 431,285,154

    その他の収入 126,685,851

  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 663,236,798

【投資活動収支】

  投資活動支出 758,209,228

    公共施設等整備費支出 524,112,045

    基金積立金支出 233,923,103

    投資及び出資金支出 159,557

    貸付金支出 14,523

    その他の支出 -

  投資活動収入 380,530,043

    国県等補助金収入 76,473,200

    基金取崩収入 303,399,112

    貸付金元金回収収入 145,731

    資産売却収入 512,000

    その他の収入 -

投資活動収支 -377,679,185

【財務活動収支】

  財務活動支出 464,953,779

    地方債等償還支出 457,515,019

    その他の支出 7,438,760

  財務活動収入 336,417,814

    地方債等発行収入 336,417,814

    その他の収入 -

前年度末歳計外現金残高 6,857,359

本年度歳計外現金増減額 -990,018

本年度末歳計外現金残高 5,867,341

本年度末現金預金残高 842,906,650

財務活動収支 -128,535,965

本年度資金収支額 157,021,648

前年度末資金残高 702,289,352

比例連結割合変更に伴う差額 -22,271,691

本年度末資金残高 837,039,309


