
【様式第1号】

自治体名：一宮町

会計：一般会計等 （単位：円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 12,014,087,745   固定負債 4,519,245,953

    有形固定資産 10,137,381,621     地方債 3,228,146,400

      事業用資産 4,432,015,717     長期未払金 -

        土地 1,583,267,985     退職手当引当金 1,291,099,553

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 6,900,962,606     その他 -

        建物減価償却累計額 -4,241,588,870   流動負債 393,284,793

        工作物 542,284,039     １年内償還予定地方債 310,642,357

        工作物減価償却累計額 -359,965,977     未払金 160,308

        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 75,837,739

        航空機 -     預り金 6,644,389

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 9,271,800 負債合計 4,912,530,746

        その他減価償却累計額 -2,215,866 【純資産の部】

        建設仮勘定 -   固定資産等形成分 13,260,241,745

      インフラ資産 5,342,375,596   余剰分（不足分） -4,583,929,379

        土地 1,091,716,050

        建物 3,671,718,627

        建物減価償却累計額 -2,972,474,498

        工作物 11,361,781,133

        工作物減価償却累計額 -8,350,974,948

        その他 749,520

        その他減価償却累計額 -200,868

        建設仮勘定 540,060,580

      物品 492,350,991

      物品減価償却累計額 -129,360,683

    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 1,876,706,118

      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 57,727,468

      長期貸付金 -

      基金 1,026,148,000

        減債基金 105,329,000

        その他 920,819,000

      その他 -

      徴収不能引当金 -6,148,350

  流動資産 1,574,755,367

    現金預金 284,611,357

    未収金 43,990,010

    短期貸付金 -

    基金 1,246,154,000

      財政調整基金 1,246,154,000

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 - 純資産合計 8,676,312,366

資産合計 13,588,843,112 負債及び純資産合計 13,588,843,112

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：一般会計等 （単位：円）

    その他 -

純行政コスト 4,392,775,373

    その他 -

  臨時利益 12,132,298

    資産売却益 12,132,298

    資産除売却損 292,122

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

純経常行政コスト 4,404,615,549

  臨時損失 292,122

    災害復旧事業費 -

  経常収益 208,068,455

    使用料及び手数料 90,916,578

    その他 117,151,877

      社会保障給付 507,775,529

      他会計への繰出金 360,615,250

      その他 10,662,244

        その他 22,049,041

    移転費用 2,247,943,221

      補助金等 1,368,890,198

      その他の業務費用 44,309,074

        支払利息 16,111,683

        徴収不能引当金繰入額 6,148,350

        維持補修費 49,628,566

        減価償却費 497,399,870

        その他 -

        その他 277,938,558

      物件費等 1,314,659,942

        物件費 767,631,506

        職員給与費 651,995,470

        賞与等引当金繰入額 75,837,739

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 4,612,684,004

    業務費用 2,364,740,783

      人件費 1,005,771,767

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：一般会計等 （単位：円）

固定資産 
等形成分

余剰分 
(不足分)

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

  純行政コスト（△） -4,392,775,373 -4,392,775,373

  財源 4,908,299,643 4,908,299,643

    税収等 3,568,688,006 3,568,688,006

    国県等補助金 1,339,611,637 1,339,611,637

  本年度差額 515,524,270 515,524,270

  固定資産等の変動（内部変動） 747,456,623 -747,456,623

    有形固定資産等の増加 603,351,551 -603,351,551

    有形固定資産等の減少 -498,879,117 498,879,117

    貸付金・基金等の増加 779,592,000 -779,592,000

    貸付金・基金等の減少 -136,607,811 136,607,811

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 2 2

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 515,524,272 747,456,625 -231,932,353

本年度末純資産残高 8,676,312,366 13,260,241,745 -4,583,929,379

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：一般会計等 （単位：円）

前年度末歳計外現金残高 7,392,359

本年度歳計外現金増減額 -747,970

本年度末歳計外現金残高 6,644,389

本年度末現金預金残高 284,611,357

    その他の収入 -

財務活動収支 82,672,739

本年度資金収支額 -46,325,411

前年度末資金残高 324,292,379

本年度末資金残高 277,966,968

  財務活動支出 294,027,261

    地方債償還支出 294,027,261

    その他の支出 -

  財務活動収入 376,700,000

    地方債発行収入 376,700,000

    貸付金元金回収収入 -

    資産売却収入 13,319,423

    その他の収入 -

投資活動収支 -1,004,670,292

【財務活動収支】

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 378,273,259

    国県等補助金収入 238,060,836

    基金取崩収入 126,893,000

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,382,943,551

    公共施設等整備費支出 603,351,551

    基金積立金支出 779,592,000

    投資及び出資金支出 -

  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 875,672,142

  業務収入 5,056,162,855

    税収等収入 3,581,212,506

    国県等補助金収入 1,268,166,697

    使用料及び手数料収入 91,033,518

    その他の収入 115,750,134

    移転費用支出 2,324,408,117

      補助金等支出 1,445,355,094

      社会保障給付支出 507,775,529

      他会計への繰出支出 360,615,250

      その他の支出 10,662,244

    業務費用支出 1,856,082,596

      人件費支出 1,005,960,731

      物件費等支出 817,260,072

      支払利息支出 16,111,683

      その他の支出 16,750,110

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 4,180,490,713


