
【様式第1号】

自治体名：王寺町

会計：連結会計 （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 72,177,079   固定負債 16,599,157

    有形固定資産 67,382,615     地方債等 13,094,097

      事業用資産 41,117,199     長期未払金 8,410

        土地 25,130,547     退職手当引当金 1,400,641

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 36,716,591     その他 2,096,008

        建物減価償却累計額 -22,033,158   流動負債 2,889,026

        工作物 3,552,668     １年内償還予定地方債等 2,125,096

        工作物減価償却累計額 -2,307,219     未払金 143,552

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 204,488

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 125,860

        航空機 -     預り金 214,311

        航空機減価償却累計額 -     その他 75,719

        その他 - 負債合計 19,488,182

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 57,770   固定資産等形成分 76,088,856

      インフラ資産 25,685,468   余剰分（不足分） -14,800,995

        土地 5,655,719   他団体出資等分 -

        建物 532,693

        建物減価償却累計額 -386,985

        工作物 35,804,512

        工作物減価償却累計額 -15,926,875

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 6,404

      物品 1,771,672

      物品減価償却累計額 -1,191,724

    無形固定資産 79,661

      ソフトウェア 74,244

      その他 5,417

    投資その他の資産 4,714,803

      投資及び出資金 268,820

        有価証券 250,911

        出資金 10,909

        その他 7,000

      長期延滞債権 36,085

      長期貸付金 -

      基金 4,296,126

        減債基金 1,390,551

        その他 2,905,576

      その他 116,092

      徴収不能引当金 -2,320

  流動資産 8,598,964

    現金預金 3,865,518

    未収金 148,453

    短期貸付金 630

    基金 3,911,147

      財政調整基金 3,911,147

      減債基金 -

    棚卸資産 655,700

    その他 19,495

    徴収不能引当金 -1,978

  繰延資産 - 純資産合計 61,287,861

資産合計 80,776,043 負債及び純資産合計 80,776,043

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：王寺町

会計：連結会計 （単位：千円）

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 15,830,028

    業務費用 6,682,607

      人件費 1,905,136

        職員給与費 1,403,677

        賞与等引当金繰入額 125,860

        退職手当引当金繰入額 16,716

        その他 358,884

      物件費等 4,379,841

        物件費 2,461,437

        維持補修費 178,413

        減価償却費 1,739,039

        その他 951

      その他の業務費用 397,630

        支払利息 176,320

        徴収不能引当金繰入額 4,058

        その他 217,252

    移転費用 9,147,421

      補助金等 4,533,052

      社会保障給付 4,507,226

      その他 107,142

  経常収益 2,332,356

    使用料及び手数料 1,214,776

    その他 1,117,580

純経常行政コスト 13,497,671

  臨時損失 16,438

    災害復旧事業費 5,181

    資産除売却損 1,185

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 10,072

  臨時利益 50,926

    資産売却益 51

    その他 50,875

純行政コスト 13,463,184



【様式第3号】

自治体名：王寺町

会計：連結会計 （単位：千円）

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 61,151,977 77,070,784 -15,918,807 -

  純行政コスト（△） -13,463,184 -13,463,184 -

  財源 13,649,597 13,649,597 -

    税収等 8,549,616 8,549,616 -

    国県等補助金 5,099,981 5,099,981 -

  本年度差額 186,413 186,413 -

  固定資産等の変動（内部変動） 642,367 -642,367

    有形固定資産等の増加 1,926,594 -1,926,594

    有形固定資産等の減少 -1,740,267 1,740,267

    貸付金・基金等の増加 657,447 -657,447

    貸付金・基金等の減少 -201,407 201,407

  資産評価差額 878 878

  無償所管換等 5,174 5,174

  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 -56,144 -49,575 -6,569 -

  その他 -436 -1,580,771 1,580,334

  本年度純資産変動額 135,884 -981,927 1,117,811 -

本年度末純資産残高 61,287,861 76,088,856 -14,800,995 -

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：王寺町

会計：連結会計 （単位：千円）

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 14,131,862

    業務費用支出 4,952,909

      人件費支出 1,880,633

      物件費等支出 2,724,276

      支払利息支出 175,478

      その他の支出 172,522

    移転費用支出 9,178,954

      補助金等支出 4,533,052

      社会保障給付支出 4,507,226

      その他の支出 138,675

  業務収入 15,612,197

    税収等収入 8,489,326

    国県等補助金収入 4,861,309

    使用料及び手数料収入 1,175,473

    その他の収入 1,086,089

  臨時支出 5,824

    災害復旧事業費支出 5,181

    その他の支出 643

  臨時収入 439

業務活動収支 1,474,949

【投資活動収支】

  投資活動支出 2,514,170

    公共施設等整備費支出 1,915,857

    基金積立金支出 598,312

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 572,274

    国県等補助金収入 272,494

    基金取崩収入 146,060

    貸付金元金回収収入 406

    資産売却収入 153,315

    その他の収入 -

投資活動収支 -1,941,895

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,643,462

    地方債等償還支出 1,639,904

    その他の支出 3,558

  財務活動収入 1,872,572

    地方債等発行収入 1,872,572

    その他の収入 -

前年度末歳計外現金残高 113,281

本年度歳計外現金増減額 98,720

本年度末歳計外現金残高 212,001

本年度末現金預金残高 3,865,518

財務活動収支 229,110

本年度資金収支額 -237,837

前年度末資金残高 3,890,685

比例連結割合変更に伴う差額 669

本年度末資金残高 3,653,517


