
【様式第1号】

自治体名：一宮町

会計：全体会計 （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 13,039,694,857   固定負債 4,711,816,041

    有形固定資産 10,973,525,635     地方債 3,344,251,592

      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 414,821,698

        工作物 540,416,656     １年内償還予定地方債 324,937,274

        工作物減価償却累計額 -337,143,434     未払金 354,900

        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 82,137,165

        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 5,126,637,739

        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 13,932,529,857

      インフラ資産 6,141,598,848   余剰分（不足分） -4,412,236,285

        土地 1,082,207,522

        建物 5,442,942,078

        建物減価償却累計額 -4,074,618,552

        工作物 12,378,451,656

        工作物減価償却累計額 -8,861,263,725

        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 407,251,995

      物品減価償却累計額 -85,534,376

    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 2,066,169,216

      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 189,420,186

      長期貸付金 -

      基金 1,099,144,000

        減債基金 151,000

        その他 1,098,993,000

      その他 -

      徴収不能引当金 -21,373,970

  流動資産 1,607,236,454

    現金預金 463,265,909

    未収金 251,151,510

    短期貸付金 -

    基金 892,835,000

      財政調整基金 892,835,000

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -15,965 純資産合計 9,520,293,572

資産合計 14,646,931,311 負債及び純資産合計 14,646,931,311

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：全体会計 （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 8,058,589,802

    業務費用 2,590,168,300

      人件費 1,081,505,233

        職員給与費 699,491,727

        賞与等引当金繰入額 82,137,165

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 299,876,341

      物件費等 1,399,226,246

        物件費 818,301,723

        維持補修費 69,666,403

        減価償却費 511,258,120

        その他 -

      その他の業務費用 109,436,821

        支払利息 24,717,730

        徴収不能引当金繰入額 21,389,935

        その他 63,329,156

    移転費用 5,468,421,502

      補助金等 4,962,924,815

      社会保障給付 494,753,351

      他会計への繰出金 -

      その他 10,743,336

  経常収益 203,841,748

    使用料及び手数料 128,607,184

    その他 75,234,564

純経常行政コスト 7,854,748,054

  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 7,853,828,453

    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：全体会計 （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 9,138,573,577 13,689,962,361 -4,551,388,784

  純行政コスト（△） -7,853,828,453 -7,853,828,453

  財源 8,219,987,125 8,219,987,125

    税収等 4,117,766,081 4,117,766,081

    国県等補助金 4,102,221,044 4,102,221,044

  本年度差額 366,158,672 366,158,672

  固定資産等の変動（内部変動） 227,006,173 -227,006,173

    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 -511,473,821 511,473,821

    貸付金・基金等の増加 439,851,607 -439,851,607

    貸付金・基金等の減少 -323,350,268 323,350,268

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 15,561,323 15,561,323

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 381,719,995 242,567,496 139,152,499

本年度末純資産残高 9,520,293,572 13,932,529,857 -4,412,236,285

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：全体会計 （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 7,536,392,096

    業務費用支出 2,020,977,644

      人件費支出 1,076,902,000

      物件費等支出 887,968,126

      支払利息支出 24,717,730

      その他の支出 31,389,788

    移転費用支出 5,515,414,452

      補助金等支出 5,009,917,765

      社会保障給付支出 494,753,351

      他会計への繰出支出 -

      その他の支出 10,743,336

  業務収入 8,064,333,457

    税収等収入 4,106,853,092

    国県等補助金収入 3,754,118,828

    使用料及び手数料収入 128,725,496

    その他の収入 74,636,041

  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 527,941,361

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,060,923,655

    公共施設等整備費支出 621,978,655

    基金積立金支出 438,945,000

    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 -525,995,033

【財務活動収支】

  財務活動支出 316,960,558

    地方債償還支出 316,960,558

    その他の支出 -

  財務活動収入 384,100,000

    地方債発行収入 384,100,000

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 463,265,909

    その他の収入 -

財務活動収支 67,139,442

本年度資金収支額 69,085,770

前年度末資金残高 386,787,780

本年度末資金残高 455,873,550


