
【様式第1号】

自治体名：王寺町

会計：一般会計等 （単位：千円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 50,563,495   固定負債 8,114,599

    有形固定資産 42,957,524     地方債 6,482,273

      事業用資産 34,133,043     長期未払金 -

        土地 21,685,374     退職手当引当金 1,123,777

        立木竹 -     損失補償等引当金 508,549

        建物 29,231,849     その他 -

        建物減価償却累計額 -17,982,055   流動負債 1,393,464

        工作物 3,162,574     １年内償還予定地方債 934,824

        工作物減価償却累計額 -2,017,869     未払金 -

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 153,264

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 95,055

        航空機 -     預り金 210,321

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 9,508,063

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 53,171   固定資産等形成分 54,231,916

      インフラ資産 8,388,924   余剰分（不足分） -8,889,274

        土地 4,248,253

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        工作物 8,436,924

        工作物減価償却累計額 -4,297,549

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 1,296

      物品 1,126,775

      物品減価償却累計額 -691,218

    無形固定資産 65,078

      ソフトウェア 65,078

      その他 -

    投資その他の資産 7,540,894

      投資及び出資金 2,306,616

        有価証券 912

        出資金 2,305,704

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 20,960

      長期貸付金 1,484,261

      基金 3,729,979

        減債基金 1,390,551

        その他 2,339,428

      その他 -

      徴収不能引当金 -922

  流動資産 4,287,210

    現金預金 609,510

    未収金 4,189

    短期貸付金 48,266

    基金 3,620,155

      財政調整基金 3,620,155

      減債基金 -

    棚卸資産 5,441

    その他 -

    徴収不能引当金 -351 純資産合計 45,342,642

資産合計 54,850,705 負債及び純資産合計 54,850,705

貸借対照表
（平成31年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：王寺町

会計：一般会計等 （単位：千円）

    その他 69,624

純行政コスト 6,772,772

    その他 -

  臨時利益 69,624

    資産売却益 -

    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 -

純経常行政コスト 6,837,215

  臨時損失 5,181

    災害復旧事業費 5,181

  経常収益 568,739

    使用料及び手数料 328,464

    その他 240,275

      社会保障給付 1,614,276

      他会計への繰出金 774,574

      その他 3,762

        その他 42,843

    移転費用 3,638,955

      補助金等 1,246,344

      その他の業務費用 92,031

        支払利息 47,914

        徴収不能引当金繰入額 1,273

        維持補修費 99,186

        減価償却費 889,128

        その他 -

        その他 336,888

      物件費等 2,208,379

        物件費 1,220,065

        職員給与費 1,034,646

        賞与等引当金繰入額 95,055

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 7,405,954

    業務費用 3,766,999

      人件費 1,466,589

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



【様式第3号】

自治体名：王寺町

会計：一般会計等 （単位：千円）

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 45,121,904 53,409,182 -8,287,278

  純行政コスト（△） -6,772,772 -6,772,772

  財源 6,987,571 6,987,571

    税収等 5,540,497 5,540,497

    国県等補助金 1,447,074 1,447,074

  本年度差額 214,798 214,798

  固定資産等の変動（内部変動） 816,794 -816,794

    有形固定資産等の増加 1,429,139 -1,429,139

    有形固定資産等の減少 -889,128 889,128

    貸付金・基金等の増加 465,759 -465,759

    貸付金・基金等の減少 -188,975 188,975

  資産評価差額 878 878

  無償所管換等 5,062 5,062

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 220,738 822,734 -601,996

本年度末純資産残高 45,342,642 54,231,916 -8,889,274

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：王寺町

会計：一般会計等 （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 111,726

本年度歳計外現金増減額 98,595

本年度末歳計外現金残高 210,321

本年度末現金預金残高 609,510

    その他の収入 -

財務活動収支 637,789

本年度資金収支額 70,241

前年度末資金残高 328,948

本年度末資金残高 399,189

  財務活動支出 866,801

    地方債償還支出 866,801

    その他の支出 -

  財務活動収入 1,504,590

    地方債発行収入 1,504,590

    貸付金元金回収収入 48,372

    資産売却収入 153,264

    その他の収入 -

投資活動収支 -1,437,154

【財務活動収支】

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 457,488

    国県等補助金収入 123,151

    基金取崩収入 132,701

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,894,642

    公共施設等整備費支出 1,429,139

    基金積立金支出 465,503

    投資及び出資金支出 -

  臨時支出 5,181

    災害復旧事業費支出 5,181

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 869,607

  業務収入 7,376,334

    税収等収入 5,541,465

    国県等補助金収入 1,323,923

    使用料及び手数料収入 328,875

    その他の収入 182,071

    移転費用支出 3,638,955

      補助金等支出 1,246,344

      社会保障給付支出 1,614,276

      他会計への繰出支出 774,574

      その他の支出 3,762

    業務費用支出 2,862,590

      人件費支出 1,458,806

      物件費等支出 1,319,240

      支払利息支出 47,914

      その他の支出 36,630

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 6,501,546


