
【様式第1号】

自治体名：岩泉町

会計：連結会計 （単位：円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 58,544,983,594   固定負債 18,604,419,699

    有形固定資産 55,643,660,976     地方債等 15,320,037,740

      事業用資産 31,007,852,810     長期未払金 -

        土地 7,548,774,480     退職手当引当金 1,290,424,081

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 5,716,219,700     その他 1,993,957,878

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 2,674,673,247

        建物 31,012,629,998     １年内償還予定地方債等 2,289,501,750

        建物減価償却累計額 -15,911,044,450     未払金 202,325,180

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 4,104,722,278     前受金 187,168

        工作物減価償却累計額 -1,752,386,624     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 126,114,635

        船舶 156,000     預り金 56,544,514

        船舶減価償却累計額 -156,000     その他 -

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 21,279,092,946

        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 63,381,548,490

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -19,090,465,979

        航空機 -   他団体出資等分 101,557,186

        航空機減価償却累計額 -

        航空機減損損失累計額 -

        その他 12,238,102

        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 22,734,261,812

        土地 821,524,016

        土地減損損失累計額 -

        建物 68,857,278

        建物減価償却累計額 -4,712,646

        建物減損損失累計額 -

        工作物 66,478,111,530

        工作物減価償却累計額 -44,718,137,167

        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 88,618,801

      物品 6,139,551,884

      物品減価償却累計額 -4,238,005,530

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 17,665,201

      ソフトウェア 17,603,692

      その他 61,509

    投資その他の資産 2,883,657,417

      投資及び出資金 332,380,061

        有価証券 19,725,436

        出資金 312,654,625

        その他 -

      長期延滞債権 19,335,967

      長期貸付金 152,992,816

      基金 2,288,396,111

        減債基金 -

        その他 2,288,396,111

      その他 93,355,466

      徴収不能引当金 -2,803,004

  流動資産 7,122,073,754

    現金預金 1,827,236,925

    未収金 270,199,710

    短期貸付金 6,565,443

    基金 4,829,999,453

      財政調整基金 2,190,151,698

      減債基金 2,639,847,755

    棚卸資産 175,419,474

    その他 17,940,586

    徴収不能引当金 -5,287,837

  繰延資産 4,675,295 純資産合計 44,392,639,697

資産合計 65,671,732,643 負債及び純資産合計 65,671,732,643

連結貸借対照表
（令和3年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：岩泉町

会計：連結会計 （単位：円）

連結行政コスト計算書
自　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日

科目 金額

  経常費用 15,415,753,472

    業務費用 8,823,490,986

      人件費 2,321,578,287

        職員給与費 1,888,774,127

        賞与等引当金繰入額 122,676,283

        退職手当引当金繰入額 -32,302,032

        その他 342,429,909

      物件費等 6,112,933,704

        物件費 2,088,002,697

        維持補修費 101,230,923

        減価償却費 2,649,990,827

        その他 1,273,709,257

      その他の業務費用 388,978,995

        支払利息 37,708,063

        徴収不能引当金繰入額 2,402,837

        その他 348,868,095

    移転費用 6,592,262,486

      補助金等 4,708,971,444

      社会保障給付 1,871,114,528

      その他 14,976,514

  経常収益 2,580,955,541

    使用料及び手数料 368,352,709

    その他 2,212,602,832

純経常行政コスト 12,834,797,931

  臨時損失 1,388,560,869

    災害復旧事業費 1,247,188,545

    資産除売却損 126,733,051

    損失補償等引当金繰入額 -1,550,427

    その他 16,189,700

  臨時利益 211,780,649

    資産売却益 7,729,333

    その他 204,051,316

純行政コスト 14,011,578,151



【様式第3号】

自治体名：岩泉町

会計：連結会計 （単位：円）

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 42,537,452,335 60,792,951,967 -18,349,658,260 94,158,628

  純行政コスト（△） -14,011,578,151 -14,018,976,709 7,398,558

  財源 13,788,558,622 13,788,558,622 -

    税収等 7,911,778,984 7,911,778,984 -

    国県等補助金 5,876,779,638 5,876,779,638 -

  本年度差額 -223,019,529 -230,418,087 7,398,558

  固定資産等の変動（内部変動） 2,638,181,435 -2,638,181,435

    有形固定資産等の増加 4,977,503,847 -4,977,503,847

    有形固定資産等の減少 -2,577,721,577 2,577,721,577

    貸付金・基金等の増加 1,144,042,812 -1,144,042,812

    貸付金・基金等の減少 -905,643,647 905,643,647

  資産評価差額 605,421,726 605,421,726

  無償所管換等 -5,461,005,464 -5,461,005,464

  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 -262,713 -156,932,660 156,669,947 -

  その他 6,934,053,342 4,962,931,486 1,971,121,856

  本年度純資産変動額 1,855,187,362 2,588,596,523 -740,807,719 7,398,558

本年度末純資産残高 44,392,639,697 63,381,548,490 -19,090,465,979 101,557,186

連結純資産変動計算書
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：連結会計 （単位：円）

連結資金収支計算書
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 12,758,064,977

    業務費用支出 6,165,802,491

      人件費支出 2,342,995,128

      物件費等支出 2,180,649,129

      支払利息支出 37,609,940

      その他の支出 1,604,548,294

    移転費用支出 6,592,262,486

      補助金等支出 4,708,971,444

      社会保障給付支出 1,871,114,528

      その他の支出 14,976,514

  業務収入 14,634,032,284

    税収等収入 7,704,403,021

    国県等補助金収入 4,387,799,163

    使用料及び手数料収入 364,402,998

    その他の収入 2,177,427,102

  臨時支出 1,266,792,245

    災害復旧事業費支出 1,247,188,545

    その他の支出 19,603,700

  臨時収入 1,161,656,000

業務活動収支 1,770,831,062

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,994,024,137

    公共施設等整備費支出 1,359,129,233

    基金積立金支出 555,366,904

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 79,528,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,004,462,309

    国県等補助金収入 395,951,964

    基金取崩収入 321,594,747

    貸付金元金回収収入 75,134,949

    資産売却収入 211,780,649

    その他の収入 -

投資活動収支 -989,561,828

【財務活動収支】

  財務活動支出 2,273,965,938

    地方債等償還支出 2,206,951,014

    その他の支出 67,014,924

  財務活動収入 1,277,873,000

    地方債等発行収入 1,159,600,000

    その他の収入 118,273,000

前年度末歳計外現金残高 52,999,173

本年度歳計外現金増減額 351,626,225

本年度末歳計外現金残高 404,625,398

本年度末現金預金残高 1,827,236,925

財務活動収支 -996,092,938

本年度資金収支額 -214,823,704

前年度末資金残高 1,637,628,103

比例連結割合変更に伴う差額 -192,872

本年度末資金残高 1,422,611,527


