
【様式第1号】

自治体名：池田町

会計：一般会計等 （単位：千円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 16,236,397   固定負債 5,307,986

    有形固定資産 15,372,885     地方債 4,602,520

      事業用資産 8,726,031     長期未払金 -

        土地 2,479,608     退職手当引当金 705,466

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 11,694,645     その他 -

        建物減価償却累計額 -6,296,344   流動負債 629,480

        工作物 59,755     １年内償還予定地方債 578,172

        工作物減価償却累計額 -12,903     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 47,440

        航空機 -     預り金 3,868

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 5,937,466

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 801,270   固定資産等形成分 16,678,861

      インフラ資産 6,607,509   余剰分（不足分） -5,686,197

        土地 99,622

        建物 40,845

        建物減価償却累計額 -1,517

        工作物 18,318,806

        工作物減価償却累計額 -11,903,094

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 52,847

      物品 414,364

      物品減価償却累計額 -375,019

    無形固定資産 6,962

      ソフトウェア 6,962

      その他 -

    投資その他の資産 856,550

      投資及び出資金 157,868

        有価証券 86,427

        出資金 71,441

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 22,851

      長期貸付金 -

      基金 677,717

        減債基金 115,001

        その他 562,716

      その他 -

      徴収不能引当金 -1,886

  流動資産 693,732

    現金預金 138,985

    未収金 112,827

    短期貸付金 -

    基金 442,464

      財政調整基金 442,464

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -544 純資産合計 10,992,663

資産合計 16,930,129 負債及び純資産合計 16,930,129

貸借対照表
（令和2年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：池田町

会計：一般会計等 （単位：千円）

    その他 -

純行政コスト 5,185,151

    その他 -

  臨時利益 9,523

    資産売却益 9,523

    資産除売却損 0

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

純経常行政コスト 5,145,249

  臨時損失 49,425

    災害復旧事業費 49,425

  経常収益 204,540

    使用料及び手数料 67,835

    その他 136,705

      社会保障給付 443,675

      他会計への繰出金 353,753

      その他 17,676

        その他 17,324

    移転費用 2,180,556

      補助金等 1,365,452

      その他の業務費用 33,732

        支払利息 17,181

        徴収不能引当金繰入額 -772

        維持補修費 688,687

        減価償却費 631,348

        その他 5,489

        その他 289,656

      物件費等 2,106,660

        物件費 781,136

        職員給与費 703,044

        賞与等引当金繰入額 47,440

        退職手当引当金繰入額 -11,299

  経常費用 5,349,790

    業務費用 3,169,233

      人件費 1,028,841

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：池田町

会計：一般会計等 （単位：千円）

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 10,917,320 16,140,482 -5,223,163

  純行政コスト（△） -5,185,151 -5,185,151

  財源 4,180,255 4,180,255

    税収等 3,351,444 3,351,444

    国県等補助金 828,811 828,811

  本年度差額 -1,004,896 -1,004,896

  固定資産等の変動（内部変動） -541,862 541,862

    有形固定資産等の増加 618,046 -618,046

    有形固定資産等の減少 -631,348 631,348

    貸付金・基金等の増加 94,258 -94,258

    貸付金・基金等の減少 -622,818 622,818

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 1,080,240 1,080,240

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 75,344 538,378 -463,035

本年度末純資産残高 10,992,663 16,678,861 -5,686,197

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：池田町

会計：一般会計等 （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 2,115

本年度歳計外現金増減額 1,753

本年度末歳計外現金残高 3,868

本年度末現金預金残高 138,985

    その他の収入 -

財務活動収支 222,051

本年度資金収支額 -40,394

前年度末資金残高 175,511

本年度末資金残高 135,117

  財務活動支出 563,449

    地方債償還支出 563,449

    その他の支出 -

  財務活動収入 785,500

    地方債発行収入 785,500

    貸付金元金回収収入 30,000

    資産売却収入 9,523

    その他の収入 -

投資活動収支 354,620

【財務活動収支】

    貸付金支出 30,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,066,925

    国県等補助金収入 436,568

    基金取崩収入 590,834

【投資活動収支】

  投資活動支出 712,305

    公共施設等整備費支出 618,046

    基金積立金支出 64,258

    投資及び出資金支出 -

  臨時支出 49,425

    災害復旧事業費支出 49,425

    その他の支出 -

  臨時収入 30,765

業務活動収支 -617,066

  業務収入 4,130,246

    税収等収入 3,355,234

    国県等補助金収入 569,821

    使用料及び手数料収入 68,247

    その他の収入 136,945

    移転費用支出 2,180,556

      補助金等支出 1,365,452

      社会保障給付支出 443,675

      他会計への繰出支出 353,753

      その他の支出 17,676

    業務費用支出 2,548,096

      人件費支出 1,038,280

      物件費等支出 1,475,312

      支払利息支出 17,181

      その他の支出 17,324

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 4,728,652


