
【様式第1号】

自治体名：岩泉町

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 51,319,649,147   固定負債 14,346,918,932

    有形固定資産 48,986,300,570     地方債 13,405,696,593

      事業用資産 28,024,926,412     長期未払金 -

        土地 5,849,471,276     退職手当引当金 939,671,912

        立木竹 5,780,048,200     損失補償等引当金 1,550,427

        建物 27,848,825,578     その他 -

        建物減価償却累計額 -13,658,468,229   流動負債 1,983,354,897

        工作物 2,898,024,815     １年内償還予定地方債 1,853,794,419

        工作物減価償却累計額 -969,674,554     未払金 -

        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 76,888,305

        航空機 -     預り金 52,672,173

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 16,330,273,829

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 276,699,326   固定資産等形成分 55,876,762,485

      インフラ資産 19,884,256,497   余剰分（不足分） -15,395,054,099

        土地 796,402,737

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        工作物 62,477,661,923

        工作物減価償却累計額 -43,389,808,163

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 -

      物品 4,421,172,831

      物品減価償却累計額 -3,344,055,170

    無形固定資産 24,946,232

      ソフトウェア 24,946,232

      その他 -

    投資その他の資産 2,308,402,345

      投資及び出資金 175,584,455

        有価証券 64,203,455

        出資金 111,381,000

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 9,692,729

      長期貸付金 150,286,576

      基金 1,974,512,519

        減債基金 -

        その他 1,974,512,519

      その他 -

      徴収不能引当金 -1,673,934

  流動資産 5,492,333,068

    現金預金 927,420,203

    未収金 9,427,689

    短期貸付金 4,878,632

    基金 4,552,234,706

      財政調整基金 1,967,237,560

      減債基金 2,584,997,146

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -1,628,162 純資産合計 40,481,708,386

資産合計 56,811,982,215 負債及び純資産合計 56,811,982,215

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：一般会計等 （単位：円）

    その他 11,642,941

純行政コスト 10,446,506,711

    その他 -

  臨時利益 26,077,777

    資産売却益 14,434,836

    資産除売却損 142,212,404

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -3,138,135

純経常行政コスト 8,065,251,001

  臨時損失 2,407,333,487

    災害復旧事業費 2,268,259,218

  経常収益 339,809,910

    使用料及び手数料 88,209,253

    その他 251,600,657

      社会保障給付 491,863,106

      他会計への繰出金 983,335,920

      その他 7,010,889

        その他 68,235,912

    移転費用 3,123,186,297

      補助金等 1,640,976,382

      その他の業務費用 81,888,693

        支払利息 12,024,619

        徴収不能引当金繰入額 1,628,162

        維持補修費 34,527,050

        減価償却費 2,302,328,657

        その他 -

        その他 112,844,181

      物件費等 3,798,145,899

        物件費 1,461,290,192

        職員給与費 1,239,948,064

        賞与等引当金繰入額 76,888,305

        退職手当引当金繰入額 -27,840,528

  経常費用 8,405,060,911

    業務費用 5,281,874,614

      人件費 1,401,840,022

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：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 41,302,143,059 55,957,291,344 -14,655,148,285

  純行政コスト（△） -10,446,506,711 -10,446,506,711

  財源 9,628,016,239 9,628,016,239

    税収等 6,652,476,473 6,652,476,473

    国県等補助金 2,975,539,766 2,975,539,766

  本年度差額 -818,490,472 -818,490,472

  固定資産等の変動（内部変動） -78,584,658 78,584,658

    有形固定資産等の増加 1,904,066,540 -1,904,066,540

    有形固定資産等の減少 -2,482,728,796 2,482,728,796

    貸付金・基金等の増加 1,945,379,657 -1,945,379,657

    貸付金・基金等の減少 -1,445,302,059 1,445,302,059

  資産評価差額 610,087,378 610,087,378

  無償所管換等 -612,031,579 -612,031,579

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -820,434,673 -80,528,859 -739,905,814

本年度末純資産残高 40,481,708,386 55,876,762,485 -15,395,054,099

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：一般会計等 （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 927,420,203

    その他の収入 -

財務活動収支 -418,612,749

本年度資金収支額 -1,192,613,134

前年度末資金残高 2,067,361,164

本年度末資金残高 874,748,030

  財務活動支出 1,805,612,749

    地方債償還支出 1,805,612,749

    その他の支出 -

  財務活動収入 1,387,000,000

    地方債発行収入 1,387,000,000

    貸付金元金回収収入 240,471,532

    資産売却収入 66,197,393

    その他の収入 -

投資活動収支 -1,694,306,219

【財務活動収支】

    貸付金支出 102,097,000

    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

【投資活動収支】

  投資活動支出 2,953,669,887

    公共施設等整備費支出 1,904,066,540

    基金積立金支出 944,536,347

    投資及び出資金支出 2,970,000

  臨時支出 2,268,259,218

    災害復旧事業費支出 2,268,259,218

    その他の支出 -

  臨時収入 1,640,673,653

業務活動収支 920,305,834

  業務収入 7,667,302,033

    税収等収入 6,650,955,491

    国県等補助金収入 687,533,628

    使用料及び手数料収入 85,671,653

    その他の収入 243,141,261

    移転費用支出 3,123,186,297

      補助金等支出 1,640,976,382

      社会保障給付支出 491,863,106

      他会計への繰出支出 983,335,920

      その他の支出 7,010,889

    業務費用支出 2,996,224,337

      人件費支出 1,428,938,320

      物件費等支出 1,495,817,242

      支払利息支出 12,024,619

      その他の支出 59,444,156

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 6,119,410,634


