
【様式第1号】

自治体名：一宮町

会計：一般会計等 （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 11,653,802,120   固定負債 4,529,653,206

    有形固定資産 10,032,909,185     地方債 3,162,088,757

      事業用資産 4,510,209,168     長期未払金 -

        土地 1,584,563,102     退職手当引当金 1,367,564,449

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 6,810,080,441     その他 -

        建物減価償却累計額 -4,095,490,678   流動負債 377,539,823

        工作物 540,416,656     １年内償還予定地方債 294,027,261

        工作物減価償却累計額 -337,143,434     未払金 93,500

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 -

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 76,026,703

        航空機 -     預り金 7,392,359

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 9,271,800 負債合計 4,907,193,029

        その他減価償却累計額 -1,488,719 【純資産の部】

        建設仮勘定 -   固定資産等形成分 12,512,785,120

      インフラ資産 5,201,841,436   余剰分（不足分） -4,351,997,026

        土地 1,081,780,102

        建物 3,627,148,827

        建物減価償却累計額 -2,893,186,007

        工作物 11,361,781,133

        工作物減価償却累計額 -8,149,562,488

        その他 749,520

        その他減価償却累計額 -150,651

        建設仮勘定 173,281,000

      物品 406,106,611

      物品減価償却累計額 -85,248,030

    無形固定資産 6

      ソフトウェア 6

      その他 -

    投資その他の資産 1,620,892,929

      投資及び出資金 798,979,000

        有価証券 -

        出資金 798,979,000

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 70,344,559

      長期貸付金 -

      基金 760,620,000

        減債基金 151,000

        その他 760,469,000

      その他 -

      徴収不能引当金 -9,050,630

  流動資産 1,414,179,003

    現金預金 331,684,738

    未収金 223,511,265

    短期貸付金 -

    基金 858,983,000

      財政調整基金 858,983,000

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 - 純資産合計 8,160,788,094

資産合計 13,067,981,123 負債及び純資産合計 13,067,981,123

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：一般会計等 （単位：円）

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 5,713,271,083

    業務費用 2,318,113,027

      人件費 1,003,336,563

        職員給与費 642,702,454

        賞与等引当金繰入額 76,026,703

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 284,607,406

      物件費等 1,253,646,097

        物件費 728,784,315

        維持補修費 64,692,159

        減価償却費 460,169,623

        その他 -

      その他の業務費用 61,130,367

        支払利息 19,150,081

        徴収不能引当金繰入額 9,050,630

        その他 32,929,656

    移転費用 3,395,158,056

      補助金等 2,502,450,725

      社会保障給付 491,628,979

      他会計への繰出金 390,813,516

      その他 10,264,836

  経常収益 154,334,946

    使用料及び手数料 90,163,905

    その他 64,171,041

純経常行政コスト 5,558,936,137

  臨時損失 7

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 7

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

純行政コスト 5,558,016,536

    その他 -

  臨時利益 919,608

    資産売却益 919,608



【様式第3号】

自治体名：一宮町

会計：一般会計等 （単位：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 7,787,133,562 12,223,362,568 -4,436,229,006

  純行政コスト（△） -5,558,016,536 -5,558,016,536

  財源 5,893,741,745 5,893,741,745

    税収等 3,176,693,266 3,176,693,266

    国県等補助金 2,717,048,479 2,717,048,479

  本年度差額 335,725,209 335,725,209

  固定資産等の変動（内部変動） 251,493,229 -251,493,229

    有形固定資産等の増加 621,978,655 -621,978,655

    有形固定資産等の減少 -460,385,324 460,385,324

    貸付金・基金等の増加 391,751,000 -391,751,000

    貸付金・基金等の減少 -301,851,102 301,851,102

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 37,929,323 37,929,323

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 373,654,532 289,422,552 84,231,980

本年度末純資産残高 8,160,788,094 12,512,785,120 -4,351,997,026

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：一般会計等 （単位：円）

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 5,270,103,841

    業務費用支出 1,827,952,835

      人件費支出 999,185,575

      物件費等支出 793,476,474

      支払利息支出 19,150,081

      その他の支出 16,140,705

    移転費用支出 3,442,151,006

      補助金等支出 2,549,443,675

      社会保障給付支出 491,628,979

      他会計への繰出支出 390,813,516

      その他の支出 10,264,836

  業務収入 5,687,234,220

    税収等収入 3,164,349,816

    国県等補助金収入 2,368,946,263

    使用料及び手数料収入 90,094,405

    その他の収入 63,843,736

  臨時支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 417,130,379

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,013,729,655

    公共施設等整備費支出 621,978,655

    基金積立金支出 391,751,000

    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 534,928,622

    国県等補助金収入 251,789,320

    基金取崩収入 282,004,000

    貸付金元金回収収入 -

    資産売却収入 1,135,302

    その他の収入 -

投資活動収支 -478,801,033

【財務活動収支】

  財務活動支出 285,760,971

    地方債償還支出 285,760,971

    その他の支出 -

  財務活動収入 377,300,000

    地方債発行収入 377,300,000

前年度末歳計外現金残高 6,470,632

本年度歳計外現金増減額 921,727

本年度末歳計外現金残高 7,392,359

本年度末現金預金残高 331,684,738

    その他の収入 -

財務活動収支 91,539,029

本年度資金収支額 29,868,375

前年度末資金残高 294,424,004

本年度末資金残高 324,292,379


