
【様式第1号】

自治体名：南知多町

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 36,465,475,274   固定負債 12,911,813,934

    有形固定資産 33,717,158,687     地方債等 8,358,854,198

      事業用資産 16,168,558,567     長期未払金 -

        土地 11,768,356,153     退職手当引当金 2,909,389,314

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 15,514,936,144     その他 1,643,570,422

        建物減価償却累計額 -11,583,866,904   流動負債 1,066,197,172

        工作物 1,055,456,888     １年内償還予定地方債等 763,380,326

        工作物減価償却累計額 -660,189,036     未払金 161,313,083

        船舶 466,369     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -466,369     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 140,204,020

        航空機 -     預り金 1,166,911

        航空機減価償却累計額 -     その他 132,832

        その他 - 負債合計 13,978,011,106

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 73,865,322   固定資産等形成分 37,807,740,730

      インフラ資産 16,653,304,763   余剰分（不足分） -12,390,085,422

        土地 1,250,259,411   他団体出資等分 -

        建物 821,805,153

        建物減価償却累計額 -451,944,216

        工作物 38,997,461,285

        工作物減価償却累計額 -24,003,976,870

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 39,700,000

      物品 5,595,550,413

      物品減価償却累計額 -4,700,255,056

    無形固定資産 44,164,652

      ソフトウェア 44,164,652

      その他 -

    投資その他の資産 2,704,151,935

      投資及び出資金 15,340,000

        有価証券 -

        出資金 15,340,000

        その他 -

      長期延滞債権 263,240,465

      長期貸付金 -

      基金 2,445,693,045

        減債基金 -

        その他 2,445,693,045

      その他 15,956,219

      徴収不能引当金 -36,077,794

  流動資産 2,930,191,140

    現金預金 1,297,172,363

    未収金 303,298,387

    短期貸付金 -

    基金 1,342,265,456

      財政調整基金 1,339,890,456

      減債基金 2,375,000

    棚卸資産 3,840,339

    その他 -

    徴収不能引当金 -16,385,405

  繰延資産 - 純資産合計 25,417,655,308

資産合計 39,395,666,414 負債及び純資産合計 39,395,666,414

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：南知多町

会計：連結会計 （単位：円）

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

  経常費用 14,357,481,894

    業務費用 5,907,341,274

      人件費 1,957,483,155

        職員給与費 1,625,466,433

        賞与等引当金繰入額 138,847,020

        退職手当引当金繰入額 109,064,536

        その他 84,105,166

      物件費等 3,661,707,921

        物件費 2,185,889,677

        維持補修費 281,022,678

        減価償却費 1,194,795,566

        その他 -

      その他の業務費用 288,150,198

        支払利息 83,867,782

        徴収不能引当金繰入額 24,392,812

        その他 179,889,604

    移転費用 8,450,140,620

      補助金等 1,713,260,891

      社会保障給付 6,724,305,843

      その他 12,573,886

  経常収益 1,115,067,641

    使用料及び手数料 785,358,639

    その他 329,709,002

純経常行政コスト 13,242,414,253

  臨時損失 192,363,712

    災害復旧事業費 26,741,340

    資産除売却損 165,097,319

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 525,053

  臨時利益 3,308,307

    資産売却益 -

    その他 3,308,307

純行政コスト 13,431,469,658



【様式第3号】

自治体名：南知多町

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 26,287,288,816 38,657,585,890 -12,370,297,074 -

  純行政コスト（△） -13,431,469,658 -13,431,469,658 -

  財源 12,556,626,952 12,556,626,952 -

    税収等 6,766,613,360 6,766,613,360 -

    国県等補助金 5,790,013,592 5,790,013,592 -

  本年度差額 -874,842,706 -874,842,706 -

  固定資産等の変動（内部変動） -856,861,589 856,861,589

    有形固定資産等の増加 696,550,560 -696,550,560

    有形固定資産等の減少 -1,316,531,944 1,316,531,944

    貸付金・基金等の増加 307,723,534 -307,723,534

    貸付金・基金等の減少 -544,603,739 544,603,739

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 4,902,595 4,902,595

  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 -2,399,804 2,113,834 -4,513,638 -

  その他 2,706,407 - 2,706,407

  本年度純資産変動額 -869,633,508 -849,845,160 -19,788,348 -

本年度末純資産残高 25,417,655,308 37,807,740,730 -12,390,085,422 -

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：南知多町

会計：連結会計 （単位：円）

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 13,218,028,302

    業務費用支出 4,623,007,788

      人件費支出 1,849,985,934

      物件費等支出 2,511,477,651

      支払利息支出 83,867,782

      その他の支出 177,676,421

    移転費用支出 8,595,020,514

      補助金等支出 1,858,140,785

      社会保障給付支出 6,724,305,843

      その他の支出 12,573,886

  業務収入 13,446,216,628

    税収等収入 6,686,014,106

    国県等補助金収入 5,625,082,832

    使用料及び手数料収入 805,523,669

    その他の収入 329,596,021

  臨時支出 27,266,393

    災害復旧事業費支出 26,741,340

    その他の支出 525,053

  臨時収入 -

業務活動収支 200,921,933

【投資活動収支】

  投資活動支出 871,959,531

    公共施設等整備費支出 644,919,717

    基金積立金支出 208,039,814

    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 645,505,615

    国県等補助金収入 152,721,327

    基金取崩収入 412,242,000

    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 60,939,998

投資活動収支 -226,453,916

【財務活動収支】

  財務活動支出 751,379,648

    地方債等償還支出 739,964,133

    その他の支出 11,415,515

  財務活動収入 560,832,125

    地方債等発行収入 560,832,125

    その他の収入 -

前年度末歳計外現金残高 79,970,793

本年度歳計外現金増減額 -78,803,881

本年度末歳計外現金残高 1,166,912

本年度末現金預金残高 1,297,172,363

財務活動収支 -190,547,523

本年度資金収支額 -216,079,506

前年度末資金残高 1,517,057,028

比例連結割合変更に伴う差額 -4,972,071

本年度末資金残高 1,296,005,451


