
【様式第1号】

自治体名：岩泉町

会計：一般会計等 （単位：円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 50,158,577,569   固定負債 13,616,144,704

    有形固定資産 47,831,806,434     地方債 12,711,978,210

      事業用資産 27,790,838,937     長期未払金 -

        土地 5,839,932,733     退職手当引当金 904,166,494

        立木竹 5,716,219,700     損失補償等引当金 -

        建物 28,358,581,467     その他 -

        建物減価償却累計額 -14,262,777,000   流動負債 1,979,063,493

        工作物 2,953,772,177     １年内償還予定地方債 1,838,837,693

        工作物減価償却累計額 -1,091,589,466     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 86,080,670

        航空機 -     預り金 54,145,130

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 15,595,208,197

        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 54,995,142,015

      インフラ資産 19,241,615,727   余剰分（不足分） -14,853,024,400

        土地 803,834,426

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        工作物 62,888,663,356

        工作物減価償却累計額 -44,450,882,055

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 -

      物品 4,443,189,931

      物品減価償却累計額 -3,643,838,161

    無形固定資産 16,526,495

      ソフトウェア 16,526,495

      その他 -

    投資その他の資産 2,310,244,640

      投資及び出資金 175,355,836

        有価証券 63,974,836

        出資金 111,381,000

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 10,109,727

      長期貸付金 152,992,816

      基金 1,973,535,244

        減債基金 -

        その他 1,973,535,244

      その他 -

      徴収不能引当金 -1,748,983

  流動資産 5,578,748,243

    現金預金 733,172,717

    未収金 10,896,106

    短期貸付金 6,565,443

    基金 4,829,999,003

      財政調整基金 2,190,151,248

      減債基金 2,639,847,755

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -1,885,026 純資産合計 40,142,117,615

資産合計 55,737,325,812 負債及び純資産合計 55,737,325,812

貸借対照表
（令和3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 204,051,316

純行政コスト 10,567,253,511

    その他 -

  臨時利益 210,911,649

    資産売却益 6,860,333

    資産除売却損 123,100,471

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -1,550,427

純経常行政コスト 9,409,426,571

  臨時損失 1,368,738,589

    災害復旧事業費 1,247,188,545

  経常収益 356,817,498

    使用料及び手数料 87,515,873

    その他 269,301,625

      社会保障給付 495,745,330

      他会計への繰出金 783,825,082

      その他 4,903,281

        その他 39,673,189

    移転費用 4,200,509,079

      補助金等 2,916,035,386

      その他の業務費用 48,930,999

        支払利息 7,372,784

        徴収不能引当金繰入額 1,885,026

        維持補修費 45,038,328

        減価償却費 2,228,269,651

        その他 -

        その他 274,146,073

      物件費等 3,854,714,959

        物件費 1,581,406,980

        職員給与費 1,335,618,724

        賞与等引当金繰入額 86,080,670

        退職手当引当金繰入額 -33,756,435

  経常費用 9,766,244,069

    業務費用 5,565,734,990

      人件費 1,662,089,032

行政コスト計算書
自　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日

科目 金額



【様式第3号】

自治体名：岩泉町

会計：一般会計等 （単位：円）

固定資産 
等形成分

余剰分 
(不足分)

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

  純行政コスト（△） -10,567,253,511 -10,567,253,511

  財源 10,227,891,359 10,227,891,359

    税収等 6,618,117,950 6,618,117,950

    国県等補助金 3,609,773,409 3,609,773,409

  本年度差額 -339,362,152 -339,362,152

  固定資産等の変動（内部変動） -881,391,851 881,391,851

    有形固定資産等の増加 1,188,456,249 -1,188,456,249

    有形固定資産等の減少 -2,351,141,503 2,351,141,503

    貸付金・基金等の増加 1,133,362,538 -1,133,362,538

    貸付金・基金等の減少 -852,069,135 852,069,135

  資産評価差額 566,340,226 566,340,226

  無償所管換等 -566,568,845 -566,568,845

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -339,590,771 -881,620,470 542,029,699

本年度末純資産残高 40,142,117,615 54,995,142,015 -14,853,024,400

純資産変動計算書
自　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日

科目 合計



【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 52,672,173

本年度歳計外現金増減額 1,472,957

本年度末歳計外現金残高 54,145,130

本年度末現金預金残高 733,172,717

    その他の収入 -

財務活動収支 -708,675,109

本年度資金収支額 -195,720,443

前年度末資金残高 874,748,030

本年度末資金残高 679,027,587

  財務活動支出 1,851,375,109

    地方債償還支出 1,851,375,109

    その他の支出 -

  財務活動収入 1,142,700,000

    地方債発行収入 1,142,700,000

    貸付金元金回収収入 95,134,949

    資産売却収入 210,911,649

    その他の収入 -

投資活動収支 -888,295,673

【財務活動収支】

    貸付金支出 99,528,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 954,871,345

    国県等補助金収入 370,429,000

    基金取崩収入 278,395,747

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,843,167,018

    公共施設等整備費支出 1,188,456,249

    基金積立金支出 555,182,769

    投資及び出資金支出 -

  臨時支出 1,247,188,545

    災害復旧事業費支出 1,247,188,545

    その他の支出 -

  臨時収入 1,110,308,000

業務活動収支 1,401,250,339

  業務収入 9,098,784,346

    税収等収入 6,617,712,046

    国県等補助金収入 2,129,036,409

    使用料及び手数料収入 87,517,073

    その他の収入 264,518,818

    移転費用支出 4,200,509,079

      補助金等支出 2,916,035,386

      社会保障給付支出 495,745,330

      他会計への繰出支出 783,825,082

      その他の支出 4,903,281

    業務費用支出 3,360,144,383

      人件費支出 1,686,653,102

      物件費等支出 1,626,445,308

      支払利息支出 7,372,784

      その他の支出 39,673,189

資金収支計算書
自　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日

科目 金額

【業務活動収支】

  業務支出 7,560,653,462


