
【様式第1号】

自治体名：岩泉町

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 55,911,009,681   固定負債 17,726,754,619

    有形固定資産 53,051,240,857     地方債等 16,352,037,180

      事業用資産 31,507,708,975     長期未払金 -

        土地 7,524,081,603     退職手当引当金 1,317,313,663

        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 55,853,349

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 2,651,217,132

        建物 31,317,665,267     １年内償還予定地方債等 2,314,380,324

        建物減価償却累計額 -15,848,530,607     未払金 170,522,809

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 4,026,573,982     前受金 1,119,628

        工作物減価償却累計額 -1,582,609,373     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 110,619,878

        船舶 152,000     預り金 54,574,493

        船舶減価償却累計額 -152,000     その他 -

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 20,377,971,751

        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 60,792,951,967

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -18,349,658,260

        航空機 -   他団体出資等分 94,158,628

        航空機減価償却累計額 -

        航空機減損損失累計額 -

        その他 13,428,577

        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 277,051,326

      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 5,239,130,473

      物品減価償却累計額 -3,815,678,452

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 26,742,701

      ソフトウェア 26,681,192

      その他 61,509

    投資その他の資産 2,833,026,123

      投資及び出資金 332,608,680

        有価証券 19,954,055

        出資金 312,654,625

        その他 -

      長期延滞債権 20,312,864

      長期貸付金 150,286,576

      基金 2,244,171,386

        減債基金 -

        その他 2,244,171,386

      その他 88,597,396

      徴収不能引当金 -2,950,779

  流動資産 7,000,654,452

    現金預金 1,690,627,276

    未収金 243,700,454

    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 171,643,143

    その他 19,996,317

    徴収不能引当金 -7,255,024

  繰延資産 3,759,953 純資産合計 42,537,452,335

資産合計 62,915,424,086 負債及び純資産合計 62,915,424,086

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：連結会計 （単位：円）

    資産売却益 14,982,836

    その他 11,642,941

純行政コスト 13,617,561,325

    損失補償等引当金繰入額 -3,138,135

    その他 -

  臨時利益 26,625,777

  臨時損失 2,408,657,487

    災害復旧事業費 2,269,583,218

    資産除売却損 142,212,404

    使用料及び手数料 486,872,873

    その他 2,438,234,348

純経常行政コスト 11,235,529,615

      社会保障給付 1,913,572,908

      その他 17,275,317

  経常収益 2,925,107,221

        その他 390,958,169

    移転費用 5,468,080,986

      補助金等 3,537,232,761

      その他の業務費用 442,552,450

        支払利息 47,050,257

        徴収不能引当金繰入額 4,544,024

        維持補修費 74,351,388

        減価償却費 2,485,483,826

        その他 1,392,619,857

        その他 163,116,897

      物件費等 6,236,429,669

        物件費 2,283,974,598

        職員給与費 1,784,048,156

        賞与等引当金繰入額 109,068,078

        退職手当引当金繰入額 -42,659,400

  経常費用 14,160,636,836

    業務費用 8,692,555,850

      人件費 2,013,573,731

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：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 42,693,251,002 60,475,493,820 -17,863,146,419 80,903,601

  純行政コスト（△） -13,617,561,325 -13,624,116,114 6,554,789

  財源 13,211,948,458 13,205,248,220 6,700,238

    税収等 8,032,389,336 8,032,389,336 -

    国県等補助金 5,179,559,122 5,172,858,884 6,700,238

  本年度差額 -405,612,867 -418,867,894 13,255,027

  固定資産等の変動（内部変動） 242,691,855 -242,691,855

    有形固定資産等の増加 1,967,354,621 -1,967,354,621

    有形固定資産等の減少 -2,467,429,383 2,467,429,383

    貸付金・基金等の増加 2,445,062,627 -2,445,062,627

    貸付金・基金等の減少 -1,702,296,010 1,702,296,010

  資産評価差額 610,813,378 610,813,378

  無償所管換等 -612,142,065 -612,142,065

  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 657,434 55,528,200 -54,870,766 -

  その他 250,485,453 20,566,779 229,918,674

  本年度純資産変動額 -155,798,667 317,458,147 -486,511,841 13,255,027

本年度末純資産残高 42,537,452,335 60,792,951,967 -18,349,658,260 94,158,628

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：連結会計 （単位：円）

前年度末歳計外現金残高 75,004,075

本年度歳計外現金増減額 -22,004,902

本年度末歳計外現金残高 52,999,173

本年度末現金預金残高 1,690,627,276

財務活動収支 -732,644,583

本年度資金収支額 -1,253,910,629

前年度末資金残高 2,890,603,558

比例連結割合変更に伴う差額 935,174

本年度末資金残高 1,637,628,103

    地方債等償還支出 2,329,944,583

    その他の支出 -

  財務活動収入 1,597,300,000

    地方債等発行収入 1,597,300,000

    その他の収入 -

    資産売却収入 66,745,393

    その他の収入 -

投資活動収支 -1,996,662,805

【財務活動収支】

  財務活動支出 2,329,944,583

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,274,577,672

    国県等補助金収入 651,395,489

    基金取崩収入 305,965,258

    貸付金元金回収収入 250,471,532

  投資活動支出 3,271,240,477

    公共施設等整備費支出 1,967,204,982

    基金積立金支出 1,188,968,495

    投資及び出資金支出 2,970,000

    貸付金支出 112,097,000

    災害復旧事業費支出 2,269,583,218

    その他の支出 -

  臨時収入 1,694,259,653

業務活動収支 1,475,396,759

【投資活動収支】

    税収等収入 7,962,849,989

    国県等補助金収入 2,886,057,980

    使用料及び手数料収入 485,741,703

    その他の収入 2,474,384,578

  臨時支出 2,269,583,218

    移転費用支出 5,468,211,819

      補助金等支出 3,537,232,761

      社会保障給付支出 1,913,572,908

      その他の支出 17,406,150

  業務収入 13,809,034,250

    業務費用支出 6,290,102,107

      人件費支出 2,054,572,929

      物件費等支出 2,414,800,710

      支払利息支出 46,952,134

      その他の支出 1,773,776,334

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 11,758,313,926


