
【様式第1号】

自治体名：南知多町

会計：一般会計 （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 27,236,332,665   固定負債 8,496,244,486

    有形固定資産 25,574,936,932     地方債 6,199,918,941

      事業用資産 14,559,760,247     長期未払金 -

        土地 11,108,661,341     退職手当引当金 2,296,325,545

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 14,158,437,804     その他 -

        建物減価償却累計額 -10,783,987,784   流動負債 621,646,641

        工作物 339,024,981     １年内償還予定地方債 515,638,001

        工作物減価償却累計額 -324,256,095     未払金 -

        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 104,879,040

        航空機 -     預り金 1,129,600

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 9,117,891,127

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 61,880,000   固定資産等形成分 28,573,710,665

      インフラ資産 10,936,975,340   余剰分（不足分） -8,804,466,471

        土地 1,075,040,117

        建物 61,533,360

        建物減価償却累計額 -52,882,874

        工作物 29,189,530,579

        工作物減価償却累計額 -19,336,245,842

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 -

      物品 543,227,692

      物品減価償却累計額 -465,026,347

    無形固定資産 41,251,671

      ソフトウェア 41,251,671

      その他 -

    投資その他の資産 1,620,144,062

      投資及び出資金 15,340,000

        有価証券 -

        出資金 15,340,000

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 185,930,626

      長期貸付金 -

      基金 1,433,119,000

        減債基金 -

        その他 1,433,119,000

      その他 -

      徴収不能引当金 -14,245,564

  流動資産 1,650,802,656

    現金預金 284,399,416

    未収金 31,433,025

    短期貸付金 -

    基金 1,337,378,000

      財政調整基金 1,335,003,000

      減債基金 2,375,000

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -2,407,785 純資産合計 19,769,244,194

資産合計 28,887,135,321 負債及び純資産合計 28,887,135,321

貸借対照表
（平成31年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：南知多町

会計：一般会計 （単位：円）

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

  経常費用 6,915,224,840

    業務費用 3,839,328,010

      人件費 1,487,989,571

        職員給与費 1,223,745,013

        賞与等引当金繰入額 104,879,040

        退職手当引当金繰入額 80,920,808

        その他 78,444,710

      物件費等 2,295,119,981

        物件費 1,365,166,442

        維持補修費 134,376,455

        減価償却費 795,577,084

        その他 -

      その他の業務費用 56,218,458

        支払利息 41,609,400

        徴収不能引当金繰入額 2,407,785

        その他 12,201,273

    移転費用 3,075,896,830

      補助金等 1,791,576,236

      社会保障給付 694,077,010

      他会計への繰出金 588,662,774

      その他 1,580,810

  経常収益 347,449,070

    使用料及び手数料 59,120,506

    その他 288,328,564

純経常行政コスト 6,567,775,770

  臨時損失 191,161,272

    災害復旧事業費 26,741,340

    資産除売却損 164,419,932

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 602,290

純行政コスト 6,758,334,752

    その他 -

  臨時利益 602,290

    資産売却益 -



【様式第3号】

自治体名：南知多町

会計：一般会計 （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 20,472,347,405 29,282,152,070 -8,809,804,665

  純行政コスト（△） -6,758,334,752 -6,758,334,752

  財源 6,050,133,941 6,050,133,941

    税収等 4,938,892,756 4,938,892,756

    国県等補助金 1,111,241,185 1,111,241,185

  本年度差額 -708,200,811 -708,200,811

  固定資産等の変動（内部変動） -713,539,005 713,539,005

    有形固定資産等の増加 435,832,425 -435,832,425

    有形固定資産等の減少 -911,364,616 911,364,616

    貸付金・基金等の増加 198,124,303 -198,124,303

    貸付金・基金等の減少 -436,131,117 436,131,117

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 5,097,600 5,097,600

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -703,103,211 -708,441,405 5,338,194

本年度末純資産残高 19,769,244,194 28,573,710,665 -8,804,466,471

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：南知多町

会計：一般会計 （単位：円）

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 6,199,175,967

    業務費用支出 3,011,836,253

      人件費支出 1,409,850,283

      物件費等支出 1,548,175,297

      支払利息支出 41,609,400

      その他の支出 12,201,273

    移転費用支出 3,187,339,714

      補助金等支出 1,903,019,120

      社会保障給付支出 694,077,010

      他会計への繰出支出 588,662,774

      その他の支出 1,580,810

  業務収入 6,265,606,496

    税収等収入 4,945,101,777

    国県等補助金収入 974,510,598

    使用料及び手数料収入 59,120,506

    その他の収入 286,873,615

  臨時支出 26,741,340

    災害復旧事業費支出 26,741,340

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 39,689,189

【投資活動収支】

  投資活動支出 594,596,425

    公共施設等整備費支出 435,832,425

    基金積立金支出 139,764,000

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 19,000,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 535,828,877

    国県等補助金収入 136,730,587

    基金取崩収入 379,496,000

    貸付金元金回収収入 19,000,000

    資産売却収入 602,290

    その他の収入 -

投資活動収支 -58,767,548

【財務活動収支】

  財務活動支出 497,183,777

    地方債償還支出 485,768,262

    その他の支出 11,415,515

  財務活動収入 520,980,000

    地方債発行収入 520,980,000

前年度末歳計外現金残高 79,933,307

本年度歳計外現金増減額 -78,803,707

本年度末歳計外現金残高 1,129,600

本年度末現金預金残高 284,399,416

    その他の収入 -

財務活動収支 23,796,223

本年度資金収支額 4,717,864

前年度末資金残高 278,551,952

本年度末資金残高 283,269,816


