
【様式第1号】

自治体名：一宮町

会計：全体会計 （単位：円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 13,410,097,927   固定負債 4,683,991,323

    有形固定資産 11,049,473,999     地方債 3,392,891,770

      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 428,185,507

        工作物 542,284,039     １年内償還予定地方債 339,859,822

        工作物減価償却累計額 -359,965,977     未払金 461,808

        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 81,219,488

        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 5,112,176,830

        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 14,690,203,927

      インフラ資産 6,253,895,282   余剰分（不足分） -4,646,666,676

        土地 1,092,143,470

        建物 5,487,511,878

        建物減価償却累計額 -4,188,639,133

        工作物 12,378,451,656

        工作物減価償却累計額 -9,078,588,821

        その他 749,520

        その他減価償却累計額 -200,868

        建設仮勘定 562,467,580

      物品 493,496,375

      物品減価償却累計額 -129,933,375

    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 2,360,623,922

      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 157,384,738

      長期貸付金 -

      基金 1,418,448,000

        減債基金 105,329,000

        その他 1,313,119,000

      その他 -

      徴収不能引当金 -14,187,816

  流動資産 1,745,616,154

    現金預金 393,989,089

    未収金 71,522,173

    短期貸付金 -

    基金 1,280,106,000

      財政調整基金 1,280,106,000

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -1,108 純資産合計 10,043,537,251

資産合計 15,155,714,081 負債及び純資産合計 15,155,714,081

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：全体会計 （単位：円）

    その他 -

純行政コスト 6,736,845,349

    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 6,748,685,525

  臨時損失 292,122

    災害復旧事業費 -

  経常収益 252,718,467

    使用料及び手数料 128,961,152

    その他 123,757,315

      社会保障給付 510,638,129

      他会計への繰出金 -

      その他 10,662,244

        その他 51,278,574

    移転費用 4,391,494,531

      補助金等 3,870,194,158

      その他の業務費用 86,184,665

        支払利息 20,717,167

        徴収不能引当金繰入額 14,188,924

        維持補修費 54,477,322

        減価償却費 548,330,942

        その他 -

        その他 290,457,102

      物件費等 1,456,023,836

        物件費 853,215,572

        職員給与費 696,024,370

        賞与等引当金繰入額 81,219,488

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 7,001,403,992

    業務費用 2,609,909,461

      人件費 1,067,700,960

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：全体会計 （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 9,520,293,572 13,932,529,857 -4,412,236,285

  純行政コスト（△） -6,736,845,349 -6,736,845,349

  財源 7,260,089,026 7,260,089,026

    税収等 4,523,194,754 4,523,194,754

    国県等補助金 2,736,894,272 2,736,894,272

  本年度差額 523,243,677 523,243,677

  固定資産等の変動（内部変動） 757,674,068 -757,674,068

    有形固定資産等の増加 625,758,551 -625,758,551

    有形固定資産等の減少 -549,810,189 549,810,189

    貸付金・基金等の増加 833,483,302 -833,483,302

    貸付金・基金等の減少 -151,757,596 151,757,596

  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 523,243,679 757,674,070 -234,430,391

本年度末純資産残高 10,043,537,251 14,690,203,927 -4,646,666,676

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：全体会計 （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 393,989,089

    その他の収入 -

財務活動収支 63,562,726

本年度資金収支額 -68,528,850

前年度末資金残高 455,873,550

本年度末資金残高 387,344,700

  財務活動支出 324,937,274

    地方債償還支出 324,937,274

    その他の支出 -

  財務活動収入 388,500,000

    地方債発行収入 388,500,000

    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 -1,080,953,292

【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 1,459,226,551

    公共施設等整備費支出 625,758,551

    基金積立金支出 833,468,000

    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 948,861,716

  業務収入 7,455,209,945

    税収等収入 4,537,484,915

    国県等補助金収入 2,665,449,332

    使用料及び手数料収入 130,210,294

    その他の収入 122,065,404

    移転費用支出 4,467,959,427

      補助金等支出 3,946,659,054

      社会保障給付支出 510,638,129

      他会計への繰出支出 -

      その他の支出 10,662,244

    業務費用支出 2,038,388,802

      人件費支出 1,068,618,637

      物件費等支出 907,692,894

      支払利息支出 20,717,167

      その他の支出 41,360,104

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 6,506,348,229


