
【様式第1号】

自治体名：一宮町

会計：連結会計 （単位：円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 16,860,383,107   固定負債 6,002,008,833

    有形固定資産 13,725,606,017     地方債等 3,846,596,802

      事業用資産 5,828,902,959     長期未払金 180

        土地 1,720,242,584     退職手当引当金 1,489,177,332

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 -     その他 666,234,519

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 638,610,400

        建物 9,315,211,827     １年内償還予定地方債等 408,021,205

        建物減価償却累計額 -5,469,726,570     未払金 108,493,912

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 641,958,936     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -415,581,079     前受収益 141,530

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 98,138,899

        船舶 -     預り金 23,017,084

        船舶減価償却累計額 -     その他 797,770

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 6,640,619,233

        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 18,150,172,509

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -5,729,311,448

        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 79,728,510

        その他減価償却累計額 -44,652,936

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 1,721,687

      インフラ資産 7,485,908,018

        土地 1,244,939,490

        土地減損損失累計額 -

        建物 5,747,518,402

        建物減価償却累計額 -4,355,854,258

        建物減損損失累計額 -

        工作物 13,671,925,638

        工作物減価償却累計額 -9,823,061,211

        工作物減損損失累計額 -

        その他 1,247,457,065

        その他減価償却累計額 -881,323,926

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 634,306,818

      物品 650,997,839

      物品減価償却累計額 -240,202,799

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 1,417,564,625

      ソフトウェア 6

      その他 1,417,564,619

    投資その他の資産 1,717,212,465

      投資及び出資金 66,520,153

        有価証券 43,400,000

        出資金 23,120,153

        その他 -

      長期延滞債権 157,446,849

      長期貸付金 2,251,043

      基金 1,505,182,179

        減債基金 105,329,000

        その他 1,399,853,179

      その他 57

      徴収不能引当金 -14,187,816

  流動資産 2,201,097,187

    現金預金 835,609,168

    未収金 74,449,877

    短期貸付金 349,314

    基金 1,289,440,088

      財政調整基金 1,289,440,088

      減債基金 -

    棚卸資産 1,244,622

    その他 5,226

    徴収不能引当金 -1,108

  繰延資産 - 純資産合計 12,420,861,061

資産合計 19,061,480,294 負債及び純資産合計 19,061,480,294

連結貸借対照表
（令和4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）

    資産売却益 12,140,474

    その他 548,600

純行政コスト 8,037,465,719

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 700,357

  臨時利益 12,689,074

  臨時損失 1,672,364

    災害復旧事業費 4,504

    資産除売却損 967,503

    使用料及び手数料 437,690,200

    その他 137,471,059

純経常行政コスト 8,048,482,429

      社会保障給付 512,881,093

      その他 11,640,855

  経常収益 575,161,259

        その他 87,623,073

    移転費用 5,280,376,396

      補助金等 4,755,854,448

      その他の業務費用 127,666,856

        支払利息 25,854,859

        徴収不能引当金繰入額 14,188,924

        維持補修費 105,711,988

        減価償却費 749,071,673

        その他 61,511

        その他 300,354,521

      物件費等 1,918,818,478

        物件費 1,063,973,306

        職員給与費 895,020,901

        賞与等引当金繰入額 97,704,462

        退職手当引当金繰入額 3,702,074

  経常費用 8,623,643,688

    業務費用 3,343,267,292

      人件費 1,296,781,958

連結行政コスト計算書
自　令和3年4月1日
至　令和4年3月31日

科目 金額



【様式第3号】

自治体名：一宮町

会計：連結会計 （単位：円）

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 11,875,531,038 17,367,264,448 -5,491,733,410 -

  純行政コスト（△） -8,037,465,719 -8,037,465,719 -

  財源 8,560,559,258 8,560,559,258 -

    税収等 5,170,806,179 5,170,806,179 -

    国県等補助金 3,389,753,079 3,389,753,079 -

  本年度差額 523,093,539 523,093,539 -

  固定資産等の変動（内部変動） 759,465,640 -759,465,640

    有形固定資産等の増加 806,311,924 -806,311,924

    有形固定資産等の減少 -754,184,206 754,184,206

    貸付金・基金等の増加 865,533,795 -865,533,795

    貸付金・基金等の減少 -158,195,873 158,195,873

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 578,620 578,620

  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 21,616,942 22,898,697 -1,281,755 -

  その他 40,922 -34,896 75,818

  本年度純資産変動額 545,330,023 782,908,061 -237,578,038 -

本年度末純資産残高 12,420,861,061 18,150,172,509 -5,729,311,448 -

連結純資産変動計算書
自　令和3年4月1日
至　令和4年3月31日

科目 合計



【様式第4号】

自治体名：一宮町

会計：連結会計 （単位：円）

前年度末歳計外現金残高 23,904,756

本年度歳計外現金増減額 -917,920

本年度末歳計外現金残高 22,986,836

本年度末現金預金残高 835,609,168

財務活動収支 47,468,943

本年度資金収支額 -38,444,010

前年度末資金残高 847,176,306

比例連結割合変更に伴う差額 3,890,036

本年度末資金残高 812,622,332

    地方債等償還支出 392,173,978

    その他の支出 4,327,375

  財務活動収入 443,970,296

    地方債等発行収入 445,246,690

    その他の収入 -1,276,394

    資産売却収入 13,563,026

    その他の収入 2,455,758

投資活動収支 -1,241,024,540

【財務活動収支】

  財務活動支出 396,501,353

    その他の支出 244,091

  投資活動収入 440,129,976

    国県等補助金収入 291,699,309

    基金取崩収入 132,411,883

    貸付金元金回収収入 -

  投資活動支出 1,681,154,516

    公共施設等整備費支出 815,686,724

    基金積立金支出 865,223,701

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 -

    災害復旧事業費支出 4,504

    その他の支出 -

  臨時収入 694,743

業務活動収支 1,155,111,587

【投資活動収支】

    税収等収入 5,161,342,074

    国県等補助金収入 3,277,322,350

    使用料及び手数料収入 438,965,867

    その他の収入 136,715,561

  臨時支出 4,504

    移転費用支出 5,321,973,840

      補助金等支出 4,797,451,892

      社会保障給付支出 512,881,093

      その他の支出 11,640,855

  業務収入 9,014,345,852

    業務費用支出 2,537,950,664

      人件費支出 1,298,448,588

      物件費等支出 1,136,846,257

      支払利息支出 25,854,859

      その他の支出 76,800,960

連結資金収支計算書
自　令和3年4月1日
至　令和4年3月31日

科目 金額

【業務活動収支】

  業務支出 7,859,924,504


