
【様式第1号】

自治体名：南知多町

会計：全体会計 （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 34,467,078,716   固定負債 12,196,388,523

    有形固定資産 32,067,950,404     地方債等 8,167,549,008

      事業用資産 14,569,066,731     長期未払金 -

        土地 11,108,661,341     退職手当引当金 2,385,269,093

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 14,168,275,524     その他 1,643,570,422

        建物減価償却累計額 -10,784,519,020   流動負債 958,291,473

        工作物 339,024,981     １年内償還予定地方債等 683,782,340

        工作物減価償却累計額 -324,256,095     未払金 161,313,083

        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 111,933,618

        航空機 -     預り金 1,129,600

        航空機減価償却累計額 -     その他 132,832

        その他 - 負債合計 13,154,679,996

        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 35,804,456,716

      インフラ資産 16,653,304,763   余剰分（不足分） -11,664,935,182

        土地 1,250,259,411

        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 3,050,046,150

      物品減価償却累計額 -2,204,467,240

    無形固定資産 42,634,071

      ソフトウェア 42,634,071

      その他 -

    投資その他の資産 2,356,494,241

      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 262,130,816

      長期貸付金 -

      基金 2,099,145,000

        減債基金 -

        その他 2,099,145,000

      その他 15,956,219

      徴収不能引当金 -36,077,794

  流動資産 2,827,122,814

    現金預金 1,199,005,244

    未収金 303,284,636

    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 3,840,339

    その他 -

    徴収不能引当金 -16,385,405 純資産合計 24,139,521,534

資産合計 37,294,201,530 負債及び純資産合計 37,294,201,530

全体貸借対照表
（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：全体会計 （単位：円）

全体行政コスト計算書
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 12,198,525,678

    業務費用 4,929,575,759

      人件費 1,573,671,240

        職員給与費 1,298,472,904

        賞与等引当金繰入額 110,576,618

        退職手当引当金繰入額 80,920,808

        その他 83,700,910

      物件費等 3,113,463,954

        物件費 1,817,337,968

        維持補修費 188,667,504

        減価償却費 1,107,458,482

        その他 -

      その他の業務費用 242,440,565

        支払利息 82,174,550

        徴収不能引当金繰入額 24,392,812

        その他 135,873,203

    移転費用 7,268,949,919

      補助金等 3,082,697,117

      社会保障給付 4,184,610,692

      他会計への繰出金 -

      その他 1,642,110

  経常収益 1,040,782,653

    使用料及び手数料 730,533,540

    その他 310,249,113

純経常行政コスト 11,157,743,025

  臨時損失 191,686,325

    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 3,308,307

純行政コスト 11,346,121,043

    その他 525,053

  臨時利益 3,308,307

    資産売却益 -



【様式第3号】

自治体名：南知多町

会計：全体会計 （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 25,002,077,784 36,574,814,044 -11,572,736,260

  純行政コスト（△） -11,346,121,043 -11,346,121,043

  財源 10,475,760,786 10,475,760,786

    税収等 6,766,613,360 6,766,613,360

    国県等補助金 3,709,147,426 3,709,147,426

  本年度差額 -870,360,257 -870,360,257

  固定資産等の変動（内部変動） -775,454,928 775,454,928

    有形固定資産等の増加 673,889,157 -673,889,157

    有形固定資産等の減少 -1,228,517,472 1,228,517,472

    貸付金・基金等の増加 304,690,720 -304,690,720

    貸付金・基金等の減少 -525,517,333 525,517,333

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 5,097,600 5,097,600

  その他 2,706,407 - 2,706,407

  本年度純資産変動額 -862,556,250 -770,357,328 -92,198,922

本年度末純資産残高 24,139,521,534 35,804,456,716 -11,664,935,182

全体純資産変動計算書
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：全体会計 （単位：円）

全体資金収支計算書
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 11,147,037,924

    業務費用支出 3,762,591,849

      人件費支出 1,495,141,852

      物件費等支出 2,050,570,770

      支払利息支出 82,174,550

      その他の支出 134,704,677

    移転費用支出 7,384,446,075

      補助金等支出 3,198,193,273

      社会保障給付支出 4,184,610,692

      他会計への繰出支出 -

      その他の支出 1,642,110

  業務収入 11,289,641,251

    税収等収入 6,686,014,106

    国県等補助金収入 3,544,216,666

    使用料及び手数料収入 750,698,570

    その他の収入 308,711,909

  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 115,336,934

【投資活動収支】

  投資活動支出 846,265,315

    公共施設等整備費支出 622,258,315

    基金積立金支出 205,007,000

    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 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 -200,759,700

【財務活動収支】

  財務活動支出 674,410,677

    地方債等償還支出 662,995,162

    その他の支出 11,415,515

  財務活動収入 555,980,000

    地方債等発行収入 555,980,000

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 1,199,005,244

    その他の収入 -

財務活動収支 -118,430,677

本年度資金収支額 -203,853,443

前年度末資金残高 1,401,729,087

本年度末資金残高 1,197,875,644


