
【様式第1号】

自治体名：一宮町

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 16,468,238,609   固定負債 6,018,836,423

    有形固定資産 13,704,578,962     地方債等 3,805,818,731

      事業用資産 5,884,989,764     長期未払金 173

        土地 1,720,300,976     退職手当引当金 1,532,391,320

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 -     その他 680,626,199

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 599,297,503

        建物 9,127,323,820     １年内償還予定地方債等 392,042,857

        建物減価償却累計額 -5,250,732,440     未払金 82,771,763

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 637,917,739     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -387,507,113     前受収益 160,013

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 99,632,064

        船舶 -     預り金 23,904,756

        船舶減価償却累計額 -     その他 786,050

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 6,618,133,926

        浮標等 - 【純資産の部】

        浮標等減価償却累計額 -   固定資産等形成分 17,367,264,448

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -5,491,733,410

        航空機 -   他団体出資等分 -

        航空機減価償却累計額 -

        航空機減損損失累計額 -

        その他 79,150,319

        その他減価償却累計額 -42,059,121

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 595,584

      インフラ資産 7,444,429,002

        土地 1,234,243,515

        土地減損損失累計額 -

        建物 5,701,581,863

        建物減価償却累計額 -4,236,235,580

        建物減損損失累計額 -

        工作物 13,629,441,489

        工作物減価償却累計額 -9,585,218,012

        工作物減損損失累計額 -

        その他 1,232,123,720

        その他減価償却累計額 -851,377,544

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 319,869,551

      物品 553,561,970

      物品減価償却累計額 -178,401,774

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 1,360,622,828

      ソフトウェア 6

      その他 1,360,622,822

    投資その他の資産 1,403,036,819

      投資及び出資金 66,319,747

        有価証券 43,200,000

        出資金 23,119,747

        その他 -

      長期延滞債権 189,552,765

      長期貸付金 2,520,188

      基金 1,166,018,032

        減債基金 151,000

        その他 1,165,867,032

      その他 57

      徴収不能引当金 -21,373,970

  流動資産 2,025,426,355

    現金預金 871,081,062

    未収金 254,096,153

    短期貸付金 309,860

    基金 898,715,979

      財政調整基金 898,715,979

      減債基金 -

    棚卸資産 1,238,887

    その他 379

    徴収不能引当金 -15,965

  繰延資産 - 純資産合計 11,875,531,038

資産合計 18,493,664,964 負債及び純資産合計 18,493,664,964

連結貸借対照表
（令和3年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：一宮町

会計：連結会計 （単位：円）

連結行政コスト計算書
自　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日

科目名 金額

  経常費用 9,503,438,826

    業務費用 3,334,167,750

      人件費 1,311,413,323

        職員給与費 898,596,546

        賞与等引当金繰入額 99,187,774

        退職手当引当金繰入額 3,802,149

        その他 309,826,854

      物件費等 1,851,924,068

        物件費 1,025,956,552

        維持補修費 119,634,494

        減価償却費 706,275,794

        その他 57,228

      その他の業務費用 170,830,359

        支払利息 30,677,968

        徴収不能引当金繰入額 21,389,935

        その他 118,762,456

    移転費用 6,169,271,076

      補助金等 5,660,626,828

      社会保障給付 496,983,830

      その他 11,660,418

  経常収益 520,999,633

    使用料及び手数料 436,677,836

    その他 84,321,797

純経常行政コスト 8,982,439,193

  臨時損失 84,970,850

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 7

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 84,970,843

  臨時利益 11,785,306

    資産売却益 919,608

    その他 10,865,698

純行政コスト 9,055,624,737



【様式第3号】

自治体名：一宮町

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 11,385,080,505 16,998,112,207 -5,613,031,702 -

  純行政コスト（△） -9,055,624,737 -9,055,624,737 -

  財源 9,423,819,962 9,423,819,962 -

    税収等 4,726,920,816 4,726,920,816 -

    国県等補助金 4,696,899,146 4,696,899,146 -

  本年度差額 368,195,225 368,195,225 -

  固定資産等の変動（内部変動） 178,756,531 -178,756,531

    有形固定資産等の増加 764,678,668 -764,678,668

    有形固定資産等の減少 -743,797,753 743,797,753

    貸付金・基金等の増加 485,731,424 -485,731,424

    貸付金・基金等の減少 -327,855,808 327,855,808

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 15,245,924 15,245,924

  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 107,009,389 175,501,748 -68,492,359 -

  その他 -5 -351,962 351,957

  本年度純資産変動額 490,450,533 369,152,241 121,298,292 -

本年度末純資産残高 11,875,531,038 17,367,264,448 -5,491,733,410 -

連結純資産変動計算書
自　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日



【様式第4号】

自治体名：一宮町

会計：連結会計 （単位：円）

連結資金収支計算書
自　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 8,882,132,513

    業務費用支出 2,630,768,240

      人件費支出 1,304,290,307

      物件費等支出 1,225,848,642

      支払利息支出 30,677,968

      その他の支出 69,951,323

    移転費用支出 6,251,364,273

      補助金等支出 5,742,720,025

      社会保障給付支出 496,983,830

      その他の支出 11,660,418

  業務収入 9,535,965,363

    税収等収入 4,688,966,622

    国県等補助金収入 4,318,268,631

    使用料及び手数料収入 444,834,691

    その他の収入 83,895,419

  臨時支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 653,602

業務活動収支 654,486,452

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,310,200,206

    公共施設等整備費支出 824,935,698

    基金積立金支出 463,664,508

    投資及び出資金支出 21,600,000

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 569,688,192

    国県等補助金収入 282,085,096

    基金取崩収入 286,239,685

    貸付金元金回収収入 228,109

    資産売却収入 1,135,302

    その他の収入 -

投資活動収支 -740,512,014

【財務活動収支】

  財務活動支出 388,157,385

    地方債等償還支出 383,931,632

    その他の支出 4,225,753

  財務活動収入 429,175,488

    地方債等発行収入 425,617,968

    その他の収入 3,557,520

前年度末歳計外現金残高 21,251,527

本年度歳計外現金増減額 2,653,229

本年度末歳計外現金残高 23,904,756

本年度末現金預金残高 871,081,062

財務活動収支 41,018,103

本年度資金収支額 -45,007,459

前年度末資金残高 883,850,315

比例連結割合変更に伴う差額 8,333,450

本年度末資金残高 847,176,306


