
【様式第1号】

自治体名：王寺町

会計：全体会計 （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 68,125,449   固定負債 15,507,268

    有形固定資産 60,249,426     地方債等 12,396,744

      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 1,478,197

        建物減価償却累計額 -17,982,055   流動負債 1,959,571

        工作物 3,162,574     １年内償還予定地方債等 1,406,745

        工作物減価償却累計額 -2,017,869     未払金 52,369

        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 105,673

        航空機 -     預り金 210,321

        航空機減価償却累計額 -     その他 31,200

        その他 - 負債合計 17,466,839

        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 71,979,060

      インフラ資産 25,655,661   余剰分（不足分） -15,193,571

        土地 5,642,392   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 35,780,625

        工作物減価償却累計額 -15,919,467

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 6,404

      物品 1,346,939

      物品減価償却累計額 -886,218

    無形固定資産 78,589

      ソフトウェア 73,304

      その他 5,285

    投資その他の資産 7,797,435

      投資及び出資金 2,455,770

        有価証券 250,911

        出資金 2,204,859

        その他 -

      長期延滞債権 35,524

      長期貸付金 1,484,261

      基金 3,824,139

        減債基金 1,390,551

        その他 2,433,588

      その他 -

      徴収不能引当金 -2,259

  流動資産 6,126,879

    現金預金 2,148,161

    未収金 105,107

    短期貸付金 48,266

    基金 3,805,345

      財政調整基金 3,805,345

      減債基金 -

    棚卸資産 21,738

    その他 -

    徴収不能引当金 -1,738

  繰延資産 - 純資産合計 56,785,489

資産合計 74,252,328 負債及び純資産合計 74,252,328

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：全体会計 （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 12,475,430

    業務費用 5,183,257

      人件費 1,606,420

        職員給与費 1,146,305

        賞与等引当金繰入額 105,673

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 354,441

      物件費等 3,265,344

        物件費 1,667,954

        維持補修費 116,244

        減価償却費 1,481,146

        その他 -

      その他の業務費用 311,494

        支払利息 169,709

        徴収不能引当金繰入額 3,997

        その他 137,787

    移転費用 7,292,174

      補助金等 5,657,994

      社会保障給付 1,618,391

      その他 15,789

  経常収益 1,404,532

    使用料及び手数料 1,141,392

    その他 263,141

純経常行政コスト 11,070,898

  臨時損失 5,585

    災害復旧事業費 5,181

    資産除売却損 402

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 1

  臨時利益 69,624

    資産売却益 -

    その他 69,624

純行政コスト 11,006,858



【様式第3号】

自治体名：王寺町

会計：全体会計 （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 56,611,628 71,306,388 -14,694,760 -

  純行政コスト（△） -11,006,858 -11,006,858 -

  財源 11,174,780 11,174,780 -

    税収等 7,273,379 7,273,379 -

    国県等補助金 3,901,401 3,901,401 -

  本年度差額 167,921 167,921 -

  固定資産等の変動（内部変動） 666,732 -666,732

    有形固定資産等の増加 1,772,697 -1,772,697

    有形固定資産等の減少 -1,481,548 1,481,548

    貸付金・基金等の増加 573,474 -573,474

    貸付金・基金等の減少 -197,892 197,892

  資産評価差額 878 878

  無償所管換等 5,062 5,062

  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 - - - -

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 173,861 672,672 -498,810 -

本年度末純資産残高 56,785,489 71,979,060 -15,193,571 -

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：全体会計 （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 11,082,879

    業務費用支出 3,786,391

      人件費支出 1,599,038

      物件費等支出 1,889,938

      支払利息支出 169,709

      その他の支出 127,706

    移転費用支出 7,296,488

      補助金等支出 5,657,994

      社会保障給付支出 1,618,391

      その他の支出 20,103

  業務収入 12,189,450

    税収等収入 7,213,089

    国県等補助金収入 3,663,657

    使用料及び手数料収入 1,102,089

    その他の収入 210,615

  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 1,101,390

【投資活動収支】

  投資活動支出 2,344,847

    公共施設等整備費支出 1,772,697

    基金積立金支出 572,150

    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 606,831

    国県等補助金収入 272,494

    基金取崩収入 132,701

    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 -1,738,017

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,334,136

    地方債等償還支出 1,334,136

    その他の支出 -

  財務活動収入 1,785,690

    地方債等発行収入 1,785,690

    その他の収入 -

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 2,148,161

財務活動収支 451,554

本年度資金収支額 -185,073

前年度末資金残高 2,122,914

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 1,937,841


