
【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 12,779,398,361   固定負債 4,699,646,264

    有形固定資産 10,846,604,124     地方債 3,285,088,865

      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 401,309,727

        工作物 509,288,856     １年内償還予定地方債 316,960,559

        工作物減価償却累計額 -315,653,668     未払金 344,604

        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 77,533,932

        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 5,100,955,991

        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 13,689,962,361

      インフラ資産 6,396,337,393   余剰分（不足分） -4,551,388,784

        土地 1,082,207,522

        建物 5,442,942,078

        建物減価償却累計額 -3,960,562,491

        工作物 12,375,923,656

        工作物減価償却累計額 -8,636,023,458

        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 231,223,431

      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 1,931,938,877

      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 228,659,299

      長期貸付金 -

      基金 924,474,000

        減債基金 150,000

        その他 924,324,000

      その他 -

      徴収不能引当金 -20,173,422

  流動資産 1,460,131,207

    現金預金 393,258,412

    未収金 156,402,636

    短期貸付金 -

    基金 910,564,000

      財政調整基金 910,564,000

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -93,841 純資産合計 9,138,573,577

資産合計 14,239,529,568 負債及び純資産合計 14,239,529,568

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：全体会計 （単位：円）

    その他 -

純行政コスト 6,400,932,080

    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 6,405,958,578

  臨時損失 2

    災害復旧事業費 -

  経常収益 241,794,364

    使用料及び手数料 131,661,871

    その他 110,132,493

      社会保障給付 501,599,745

      他会計への繰出金 -

      その他 11,869,900

        その他 37,874,043

    移転費用 4,050,522,252

      補助金等 3,537,052,607

      その他の業務費用 88,311,981

        支払利息 30,170,675

        徴収不能引当金繰入額 20,267,263

        維持補修費 74,757,504

        減価償却費 514,350,907

        その他 -

        その他 325,125,957

      物件費等 1,406,591,607

        物件費 817,483,196

        職員給与費 699,667,213

        賞与等引当金繰入額 77,533,932

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 6,647,752,942

    業務費用 2,597,230,690

      人件費 1,102,327,102

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：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 9,093,885,811 13,872,591,530 -4,778,705,719

  純行政コスト（△） -6,400,932,080 -6,400,932,080

  財源 6,445,119,846 6,445,119,846

    税収等 4,096,325,216 4,096,325,216

    国県等補助金 2,348,794,630 2,348,794,630

  本年度差額 44,187,766 44,187,766

  固定資産等の変動（内部変動） -183,129,169 183,129,169

    有形固定資産等の増加 534,940,655 -534,940,655

    有形固定資産等の減少 -514,350,909 514,350,909

    貸付金・基金等の増加 229,067,188 -229,067,188

    貸付金・基金等の減少 -432,786,103 432,786,103

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 500,000 500,000

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 44,687,766 -182,629,169 227,316,935

本年度末純資産残高 9,138,573,577 13,689,962,361 -4,551,388,784

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：全体会計 （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 393,258,412

    その他の収入 -

財務活動収支 -23,882,574

本年度資金収支額 62,006,207

前年度末資金残高 324,781,573

本年度末資金残高 386,787,780

  財務活動支出 353,782,574

    地方債償還支出 353,782,574

    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 -337,251,655

【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 762,205,655

    公共施設等整備費支出 534,940,655

    基金積立金支出 227,265,000

    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 423,140,436

  業務収入 6,583,486,036

    税収等収入 4,103,152,173

    国県等補助金収入 2,243,531,130

    使用料及び手数料収入 129,154,754

    その他の収入 107,647,979

    移転費用支出 4,109,194,107

      補助金等支出 3,595,724,462

      社会保障給付支出 501,599,745

      他会計への繰出支出 -

      その他の支出 11,869,900

    業務費用支出 2,051,151,493

      人件費支出 1,097,244,606

      物件費等支出 892,240,700

      支払利息支出 30,170,675

      その他の支出 31,495,512

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 6,160,345,600


