
一宮町　全体会計 【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 13,028,017,482   固定負債 4,940,000,188

    有形固定資産 11,110,048,879     地方債 3,401,698,106

      事業用資産 5,961,244,913     長期未払金 -

        土地 1,389,395,084     退職手当引当金 1,538,302,082

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 10,821,778,263     その他 -

        建物減価償却累計額 -6,742,208,557   流動負債 427,730,104

        工作物 1,410,699,156     １年内償還予定地方債 352,582,962

        工作物減価償却累計額 -918,694,433     未払金 137,500

        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 69,230,000

        航空機 -     預り金 5,779,642

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 275,400 負債合計 5,367,730,292

        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 14,110,314,482

      インフラ資産 5,112,333,526   余剰分（不足分） -4,814,944,413

        土地 1,271,904,095

        建物 859,385,027

        建物減価償却累計額 -754,331,622

        工作物 11,222,834,169

        工作物減価償却累計額 -7,495,746,146

        その他 8,799,840

        その他減価償却累計額 -511,837

        建設仮勘定 -

      物品 110,691,084

      物品減価償却累計額 -74,220,644

    無形固定資産 2,566,080

      ソフトウェア 2,566,080

      その他 -

    投資その他の資産 1,915,402,523

      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 259,205,775

      長期貸付金 -

      基金 880,756,000

        減債基金 148,000

        その他 880,608,000

      その他 -

      徴収不能引当金 -23,538,252

  流動資産 1,635,082,879

    現金預金 474,203,601

    未収金 78,754,114

    短期貸付金 -

    基金 1,082,297,000

      財政調整基金 1,082,297,000

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -171,836 純資産合計 9,295,370,069

資産合計 14,663,100,361 負債及び純資産合計 14,663,100,361

貸借対照表
（平成30年3月31日現在）



一宮町　全体会計 【様式第2号】

（単位：円）

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 6,803,753,752

    業務費用 2,514,576,924

      人件費 1,009,925,319

        職員給与費 640,824,729

        賞与等引当金繰入額 69,230,000

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 299,870,590

      物件費等 1,391,311,391

        物件費 770,636,735

        維持補修費 73,953,584

        減価償却費 546,721,072

        その他 -

      その他の業務費用 113,340,214

        支払利息 42,669,640

        徴収不能引当金繰入額 23,710,088

        その他 46,960,486

    移転費用 4,289,176,828

      補助金等 3,788,494,038

      社会保障給付 487,779,755

      他会計への繰出金 -

      その他 12,903,035

  経常収益 247,883,225

    使用料及び手数料 131,896,587

    その他 115,986,638

純経常行政コスト 6,555,870,527

  臨時損失 -

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 -

    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 6,555,358,527

    その他 -

  臨時利益 512,000

    資産売却益 512,000



一宮町　全体会計 【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 9,386,311,510 14,442,839,341 -5,056,527,831

  純行政コスト（△） -6,555,358,527 -6,555,358,527

  財源 6,464,417,085 6,464,417,085

    税収等 4,885,712,784 4,885,712,784

    国県等補助金 1,578,704,301 1,578,704,301

  本年度差額 -90,941,442 -90,941,442

  固定資産等の変動（内部変動） -332,524,860 332,524,860

    有形固定資産等の増加 300,076,570 -300,076,570

    有形固定資産等の減少 -546,721,072 546,721,072

    貸付金・基金等の増加 227,924,796 -227,924,796

    貸付金・基金等の減少 -313,805,154 313,805,154

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 1 1

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -90,941,441 -332,524,859 241,583,418

本年度末純資産残高 9,295,370,069 14,110,314,482 -4,814,944,413

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　全体会計 【様式第4号】

（単位：円）

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 6,272,707,309

    業務費用支出 1,940,156,320

      人件費支出 1,005,895,662

      物件費等支出 844,590,319

      支払利息支出 42,669,640

      その他の支出 47,000,699

    移転費用支出 4,332,550,989

      補助金等支出 3,831,868,199

      社会保障給付支出 487,779,755

      他会計への繰出支出 -

      その他の支出 12,903,035

  業務収入 6,685,355,740

    税収等収入 4,890,710,625

    国県等補助金収入 1,566,525,101

    使用料及び手数料収入 128,288,223

    その他の収入 99,831,791

  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 412,648,431

【投資活動収支】

  投資活動支出 525,630,570

    公共施設等整備費支出 300,076,570

    基金積立金支出 224,034,000

    投資及び出資金支出 1,520,000

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 374,926,200

    国県等補助金収入 76,473,200

    基金取崩収入 297,941,000

    貸付金元金回収収入 -

    資産売却収入 512,000

    その他の収入 -

投資活動収支 -150,704,370

【財務活動収支】

  財務活動支出 372,074,253

    地方債償還支出 372,074,253

    その他の支出 -

  財務活動収入 223,500,000

    地方債発行収入 223,500,000

前年度末歳計外現金残高 6,834,334

本年度歳計外現金増減額 -1,054,692

本年度末歳計外現金残高 5,779,642

本年度末現金預金残高 474,203,601

    その他の収入 -

財務活動収支 -148,574,253

本年度資金収支額 113,369,808

前年度末資金残高 355,054,151

本年度末資金残高 468,423,959


