
【様式第1号】

自治体名：岩泉町

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 52,447,992,407   固定負債 17,044,005,606

    有形固定資産 50,091,072,339     地方債等 15,967,337,180

      事業用資産 28,892,382,789     長期未払金 -

        土地 6,135,198,374     退職手当引当金 1,075,117,999

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 1,550,427

        立木竹 5,780,048,200     その他 -

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 2,291,258,575

        建物 30,043,579,465     １年内償還予定地方債等 2,150,622,324

        建物減価償却累計額 -15,271,973,211     未払金 -

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 2,945,785,008     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -1,016,954,373     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 87,964,078

        船舶 -     預り金 52,672,173

        船舶減価償却累計額 -     その他 -

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 19,335,264,181

        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 57,329,934,693

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -18,250,470,207

        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 -

        その他減価償却累計額 -

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 276,699,326

      インフラ資産 20,120,079,861

        土地 1,009,020,268

        土地減損損失累計額 -

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        建物減損損失累計額 -

        工作物 62,629,769,006

        工作物減価償却累計額 -43,518,709,413

        工作物減損損失累計額 -

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 -

      物品 4,517,052,141

      物品減価償却累計額 -3,438,442,452

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 24,946,235

      ソフトウェア 24,946,235

      その他 -

    投資その他の資産 2,331,973,833

      投資及び出資金 181,528,055

        有価証券 64,603,455

        出資金 116,924,600

        その他 -

      長期延滞債権 20,218,595

      長期貸付金 150,286,576

      基金 1,982,891,386

        減債基金 -

        その他 1,982,891,386

      その他 -

      徴収不能引当金 -2,950,779

  流動資産 5,966,736,260

    現金預金 1,060,679,172

    未収金 28,658,826

    短期貸付金 4,878,632

    基金 4,877,063,654

      財政調整基金 2,292,066,508

      減債基金 2,584,997,146

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -4,544,024

  繰延資産 - 純資産合計 39,079,464,486

資産合計 58,414,728,667 負債及び純資産合計 58,414,728,667

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：岩泉町

会計：全体会計 （単位：円）

    資産売却益 14,434,836

    その他 11,642,941

純行政コスト 12,558,475,016

    損失補償等引当金繰入額 -3,138,135

    その他 -

  臨時利益 26,077,777

  臨時損失 2,407,333,487

    災害復旧事業費 2,268,259,218

    資産除売却損 142,212,404

    使用料及び手数料 478,167,873

    その他 382,095,127

純経常行政コスト 10,177,219,306

      社会保障給付 494,085,550

      その他 14,956,489

  経常収益 860,263,000

        その他 93,665,526

    移転費用 4,907,929,126

      補助金等 4,398,887,087

      その他の業務費用 139,351,939

        支払利息 41,142,389

        徴収不能引当金繰入額 4,544,024

        維持補修費 47,019,934

        減価償却費 2,359,009,878

        その他 -

        その他 115,108,403

      物件費等 4,424,901,409

        物件費 2,018,871,597

        職員給与費 1,406,346,573

        賞与等引当金繰入額 87,964,078

        退職手当引当金繰入額 -44,119,222

  経常費用 11,037,482,306

    業務費用 6,129,553,180

      人件費 1,565,299,832

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：岩泉町

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) 他団体出資等分

前年度末純資産残高 39,514,958,073 57,223,722,530 -17,708,764,457 -

  純行政コスト（△） -12,558,475,016 -12,558,475,016 -

  財源 12,124,925,630 12,124,925,630 -

    税収等 7,600,037,840 7,600,037,840 -

    国県等補助金 4,524,887,790 4,524,887,790 -

  本年度差額 -433,549,386 -433,549,386 -

  固定資産等の変動（内部変動） 108,156,364 -108,156,364

    有形固定資産等の増加 1,904,792,540 -1,904,792,540

    有形固定資産等の減少 -2,539,410,017 2,539,410,017

    貸付金・基金等の増加 2,444,472,851 -2,444,472,851

    貸付金・基金等の減少 -1,701,699,010 1,701,699,010

  資産評価差額 610,813,378 610,813,378

  無償所管換等 -612,757,579 -612,757,579

  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 - - - -

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -435,493,587 106,212,163 -541,705,750 -

本年度末純資産残高 39,079,464,486 57,329,934,693 -18,250,470,207 -

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：岩泉町

会計：全体会計 （単位：円）

前年度末歳計外現金残高 74,747,075

本年度歳計外現金増減額 -22,074,902

本年度末歳計外現金残高 52,672,173

本年度末現金預金残高 1,060,679,172

財務活動収支 -568,993,583

本年度資金収支額 -1,173,018,381

前年度末資金残高 2,181,025,380

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 1,008,006,999

    地方債等償還支出 2,096,293,583

    その他の支出 -

  財務活動収入 1,527,300,000

    地方債等発行収入 1,527,300,000

    その他の収入 -

    資産売却収入 66,197,393

    その他の収入 -

投資活動収支 -1,938,616,367

【財務活動収支】

  財務活動支出 2,096,293,583

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,259,363,668

    国県等補助金収入 647,332,485

    基金取崩収入 305,362,258

    貸付金元金回収収入 240,471,532

  投資活動支出 3,197,980,035

    公共施設等整備費支出 1,904,792,540

    基金積立金支出 1,188,120,495

    投資及び出資金支出 2,970,000

    貸付金支出 102,097,000

    災害復旧事業費支出 2,268,259,218

    その他の支出 -

  臨時収入 1,640,681,653

業務活動収支 1,334,591,569

【投資活動収支】

    税収等収入 7,582,655,861

    国県等補助金収入 2,236,873,652

    使用料及び手数料収入 477,024,703

    その他の収入 372,724,650

  臨時支出 2,268,259,218

    移転費用支出 4,907,929,126

      補助金等支出 4,398,887,087

      社会保障給付支出 494,085,550

      その他の支出 14,956,489

  業務収入 10,669,278,866

    業務費用支出 3,799,180,606

      人件費支出 1,608,282,852

      物件費等支出 2,065,891,531

      支払利息支出 41,142,389

      その他の支出 83,863,834

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 8,707,109,732


