
【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 11,346,550,568   固定負債 4,493,373,417

    有形固定資産 9,832,531,177     地方債 3,078,816,018

      事業用資産 4,287,568,319     長期未払金 -

        土地 1,579,700,996     退職手当引当金 1,414,557,399

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 6,338,381,140     その他 -

        建物減価償却累計額 -4,009,675,233   流動負債 364,226,512

        工作物 509,288,856     １年内償還予定地方債 285,760,971

        工作物減価償却累計額 -315,653,668     未払金 119,194

        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 71,875,715

        航空機 -     預り金 6,470,632

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 9,271,800 負債合計 4,857,599,929

        その他減価償却累計額 -761,572 【純資産の部】

        建設仮勘定 177,016,000   固定資産等形成分 12,223,362,568

      インフラ資産 5,383,409,830   余剰分（不足分） -4,436,229,006

        土地 1,059,412,102

        建物 3,627,148,827

        建物減価償却累計額 -2,813,862,036

        工作物 11,359,253,133

        工作物減価償却累計額 -7,940,392,282

        その他 749,520

        その他減価償却累計額 -100,434

        建設仮勘定 91,201,000

      物品 230,078,047

      物品減価償却累計額 -68,525,019

    無形固定資産 855,360

      ソフトウェア 855,360

      その他 -

    投資その他の資産 1,513,164,031

      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 89,211,712

      長期貸付金 -

      基金 633,044,000

        減債基金 150,000

        その他 632,894,000

      その他 -

      徴収不能引当金 -8,070,681

  流動資産 1,298,182,923

    現金預金 300,894,636

    未収金 120,523,759

    短期貸付金 -

    基金 876,812,000

      財政調整基金 876,812,000

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -47,472 純資産合計 7,787,133,562

資産合計 12,644,733,491 負債及び純資産合計 12,644,733,491

貸借対照表
（令和2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 4,075,062,667

    その他 -

  臨時利益 5,026,500

    資産売却益 5,026,500

    資産除売却損 2

    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 4,080,089,165

  臨時損失 2

    災害復旧事業費 -

  経常収益 194,977,172

    使用料及び手数料 93,188,018

    その他 101,789,154

      社会保障給付 498,771,291

      他会計への繰出金 390,772,384

      その他 10,191,100

        その他 26,152,410

    移転費用 1,932,599,862

      補助金等 1,032,865,087

      その他の業務費用 57,678,432

        支払利息 23,407,869

        徴収不能引当金繰入額 8,118,153

        維持補修費 71,756,965

        減価償却費 463,441,129

        その他 -

        その他 311,013,281

      物件費等 1,253,921,557

        物件費 718,723,463

        職員給与費 647,977,490

        賞与等引当金繰入額 71,875,715

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 4,275,066,337

    業務費用 2,342,466,475

      人件費 1,030,866,486

行政コスト計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2年3月31日

科目名 金額



【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 7,750,986,515 12,364,435,250 -4,613,448,735

  純行政コスト（△） -4,075,062,667 -4,075,062,667

  財源 4,098,577,637 4,098,577,637

    税収等 3,129,907,318 3,129,907,318

    国県等補助金 968,670,319 968,670,319

  本年度差額 23,514,970 23,514,970

  固定資産等の変動（内部変動） -153,704,759 153,704,759

    有形固定資産等の増加 533,795,271 -533,795,271

    有形固定資産等の減少 -463,441,131 463,441,131

    貸付金・基金等の増加 195,757,000 -195,757,000

    貸付金・基金等の減少 -419,815,899 419,815,899

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 12,632,077 12,632,077

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 36,147,047 -141,072,682 177,219,729

本年度末純資産残高 7,787,133,562 12,223,362,568 -4,436,229,006

純資産変動計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2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）

前年度末歳計外現金残高 5,869,393

本年度歳計外現金増減額 601,239

本年度末歳計外現金残高 6,470,632

本年度末現金預金残高 300,894,636

    その他の収入 -

財務活動収支 10,800,482

本年度資金収支額 42,378,173

前年度末資金残高 252,045,831

本年度末資金残高 294,424,004

  財務活動支出 319,099,518

    地方債償還支出 319,099,518

    その他の支出 -

  財務活動収入 329,900,000

    地方債発行収入 329,900,000

    貸付金元金回収収入 -

    資産売却収入 5,026,500

    その他の収入 -

投資活動収支 -304,598,271

【財務活動収支】

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 424,954,000

    国県等補助金収入 13,042,500

    基金取崩収入 406,885,000

【投資活動収支】

  投資活動支出 729,552,271

    公共施設等整備費支出 533,795,271

    基金積立金支出 195,757,000

    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 336,175,962

  業務収入 4,188,543,574

    税収等収入 3,131,009,378

    国県等補助金収入 863,406,819

    使用料及び手数料収入 92,744,088

    その他の収入 101,383,289

    移転費用支出 1,991,271,717

      補助金等支出 1,091,536,942

      社会保障給付支出 498,771,291

      他会計への繰出支出 390,772,384

      その他の支出 10,191,100

    業務費用支出 1,861,095,895

      人件費支出 1,026,698,402

      物件費等支出 790,480,428

      支払利息支出 23,407,869

      その他の支出 20,509,196

資金収支計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 3,852,367,612


