
【様式第1号】

自治体名：一宮町

会計：連結会計 （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 16,083,275,661   固定負債 6,020,778,672

    有形固定資産 13,452,588,209     地方債等 3,742,738,118

      事業用資産 5,542,407,615     長期未払金 382

        土地 1,702,774,423     退職手当引当金 1,582,674,791

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 -     その他 695,365,381

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 665,735,037

        建物 8,395,513,354     １年内償還予定地方債等 379,926,657

        建物減価償却累計額 -5,008,516,817     未払金 172,136,807

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 596,039,860     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -357,528,759     前受収益 141,188

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 91,472,460

        船舶 -     預り金 21,251,586

        船舶減価償却累計額 -     その他 806,339

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 6,686,513,709

        浮標等 - 【純資産の部】

        浮標等減価償却累計額 -   固定資産等形成分 16,998,112,207

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -5,613,031,702

        航空機 -   他団体出資等分 -

        航空機減価償却累計額 -

        航空機減損損失累計額 -

        その他 72,872,816

        その他減価償却累計額 -36,305,342

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 177,558,080

      インフラ資産 7,708,747,754

        土地 1,231,213,488

        土地減損損失累計額 -

        建物 5,694,441,347

        建物減価償却累計額 -4,110,661,980

        建物減損損失累計額 -

        工作物 13,599,301,650

        工作物減価償却累計額 -9,334,266,618

        工作物減損損失累計額 -

        その他 1,195,427,482

        その他減価償却累計額 -922,910,276

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 356,202,661

      物品 342,629,227

      物品減価償却累計額 -141,196,387

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 1,418,655,274

      ソフトウェア 855,360

      その他 1,417,799,914

    投資その他の資産 1,212,032,178

      投資及び出資金 44,466,497

        有価証券 21,350,000

        出資金 23,116,497

        その他 -

      長期延滞債権 228,794,092

      長期貸付金 2,704,150

      基金 956,240,809

        減債基金 150,000

        その他 956,090,809

      その他 52

      徴収不能引当金 -20,173,422

  流動資産 1,988,318,553

    現金預金 905,101,842

    未収金 167,248,540

    短期貸付金 115,943

    基金 914,720,603

      財政調整基金 914,720,603

      減債基金 -

    棚卸資産 1,224,548

    その他 918

    徴収不能引当金 -93,841

  繰延資産 - 純資産合計 11,385,080,505

資産合計 18,071,594,214 負債及び純資産合計 18,071,594,214

連結貸借対照表
（令和2年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：一宮町

会計：連結会計 （単位：円）

    資産売却益 5,026,500

    その他 314,422

純行政コスト 7,635,440,881

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 5,340,922

  臨時損失 3,233,076

    災害復旧事業費 3,233,074

    資産除売却損 2

    使用料及び手数料 432,745,430

    その他 123,693,504

純経常行政コスト 7,637,548,727

      社会保障給付 503,510,115

      その他 12,185,318

  経常収益 556,438,934

        その他 63,330,639

    移転費用 4,886,886,558

      補助金等 4,371,191,125

      その他の業務費用 120,544,673

        支払利息 36,946,771

        徴収不能引当金繰入額 20,267,263

        維持補修費 123,927,363

        減価償却費 704,546,220

        その他 57,175

        その他 334,683,308

      物件費等 1,855,915,973

        物件費 1,027,385,215

        職員給与費 885,560,436

        賞与等引当金繰入額 91,027,503

        退職手当引当金繰入額 19,369,210

  経常費用 8,193,987,661

    業務費用 3,307,101,103

      人件費 1,330,640,457

連結行政コスト計算書
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：連結会計 （単位：円）

科目名 合計 固定資産等形成分 余剰分(不足分) 他団体出資等分

前年度末純資産残高 11,400,982,556 17,312,939,627 -5,911,957,071 -

  純行政コスト（△） -7,635,440,881 -7,635,440,881 -

  財源 7,691,824,039 7,691,824,039 -

    税収等 4,730,678,823 4,730,678,823 -

    国県等補助金 2,961,145,216 2,961,145,216 -

  本年度差額 56,383,158 56,383,158 -

  固定資産等の変動（内部変動） -143,904,227 143,904,227

    有形固定資産等の増加 739,860,663 -739,860,663

    有形固定資産等の減少 -706,428,455 706,428,455

    貸付金・基金等の増加 262,058,074 -262,058,074

    貸付金・基金等の減少 -439,394,509 439,394,509

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 1,073,326 1,073,326

  他団体出資等分の増加 - -

  他団体出資等分の減少 - -

  比例連結割合変更に伴う差額 -73,358,533 -163,839,533 90,481,000 -

  その他 -2 -8,156,986 8,156,984

  本年度純資産変動額 -15,902,051 -314,827,420 298,925,369 -

本年度末純資産残高 11,385,080,505 16,998,112,207 -5,613,031,702 -

連結純資産変動計算書
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：連結会計 （単位：円）

前年度末歳計外現金残高 21,685,741

本年度歳計外現金増減額 -434,214

本年度末歳計外現金残高 21,251,527

本年度末現金預金残高 905,101,842

財務活動収支 -52,736,499

本年度資金収支額 114,159,202

前年度末資金残高 770,084,288

比例連結割合変更に伴う差額 -393,175

本年度末資金残高 883,850,315

    地方債等償還支出 410,533,301

    その他の支出 5,422,224

  財務活動収入 363,219,026

    地方債等発行収入 363,219,026

    その他の収入 -

    資産売却収入 5,026,500

    その他の収入 -

投資活動収支 -560,087,891

【財務活動収支】

  財務活動支出 415,955,525

    その他の支出 -

  投資活動収入 448,742,984

    国県等補助金収入 30,428,330

    基金取崩収入 413,075,848

    貸付金元金回収収入 212,306

  投資活動支出 1,008,830,875

    公共施設等整備費支出 750,492,112

    基金積立金支出 235,925,822

    投資及び出資金支出 21,350,000

    貸付金支出 1,062,941

    災害復旧事業費支出 3,233,074

    その他の支出 -

  臨時収入 952,948

業務活動収支 726,983,592

【投資活動収支】

    税収等収入 4,710,889,395

    国県等補助金収入 2,837,851,011

    使用料及び手数料収入 423,687,524

    その他の収入 119,779,609

  臨時支出 3,233,074

    移転費用支出 4,945,558,413

      補助金等支出 4,429,862,980

      社会保障給付支出 503,510,115

      その他の支出 12,185,318

  業務収入 8,092,207,539

    業務費用支出 2,417,385,408

      人件費支出 1,309,563,252

      物件費等支出 1,015,806,983

      支払利息支出 36,946,771

      その他の支出 55,068,402

連結資金収支計算書
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 7,362,943,821


