
【様式第1号】

自治体名：池田町

会計：全体会計 （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 18,523,623   固定負債 6,060,371

    有形固定資産 17,462,565     地方債等 4,643,990

      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

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 -     その他 710,915

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 768,912

        建物 11,694,645     １年内償還予定地方債等 634,390

        建物減価償却累計額 -6,296,344     未払金 80,362

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 59,755     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -12,903     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 49,493

        船舶 -     預り金 3,868

        船舶減価償却累計額 -     その他 800

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 6,829,283

        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 18,966,087

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -5,768,612

        航空機 -   他団体出資等分 -

        航空機減価償却累計額 -

        航空機減損損失累計額 -

        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 801,270

      インフラ資産 8,581,647

        土地 117,834

        土地減損損失累計額 -

        建物 139,793

        建物減価償却累計額 -47,377

        建物減損損失累計額 -

        工作物 21,811,942

        工作物減価償却累計額 -13,493,391

        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 52,847

      物品 829,414

      物品減価償却累計額 -674,527

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 7,102

      ソフトウェア 7,102

      その他 -

    投資その他の資産 1,053,956

      投資及び出資金 157,868

        有価証券 86,427

        出資金 71,441

        その他 -

      長期延滞債権 49,673

      長期貸付金 -

      基金 863,727

        減債基金 115,001

        その他 748,726

      その他 16

      徴収不能引当金 -17,329

  流動資産 1,503,135

    現金預金 917,670

    未収金 141,305

    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 2,506

    その他 -

    徴収不能引当金 -810

  繰延資産 - 純資産合計 13,197,475

資産合計 20,026,758 負債及び純資産合計 20,026,758

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：池田町

会計：全体会計 （単位：千円）

    資産売却益 9,523

    その他 -

純行政コスト 5,983,270

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 9,523

  臨時損失 49,425

    災害復旧事業費 49,425

    資産除売却損 0

    使用料及び手数料 263,507

    その他 150,451

純経常行政コスト 5,943,368

      社会保障給付 443,675

      その他 17,683

  経常収益 413,958

        その他 25,502

    移転費用 3,008,011

      補助金等 2,546,654

      その他の業務費用 47,869

        支払利息 24,015

        徴収不能引当金繰入額 -1,648

        維持補修費 691,939

        減価償却費 714,608

        その他 5,489

        その他 299,488

      物件費等 2,240,870

        物件費 828,833

        職員給与費 722,477

        賞与等引当金繰入額 49,493

        退職手当引当金繰入額 -10,881

  経常費用 6,357,327

    業務費用 3,349,315

      人件費 1,060,577

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：池田町

会計：全体会計 （単位：千円）

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 13,040,083 18,409,685 -5,369,602 -

  純行政コスト（△） -5,983,270 -5,983,270 -

  財源 5,048,703 5,048,703 -

    税収等 3,418,810 3,418,810 -

    国県等補助金 1,629,892 1,629,892 -

  本年度差額 -934,567 -934,567 -

  固定資産等の変動（内部変動） -535,557 535,557

    有形固定資産等の増加 711,580 -711,580

    有形固定資産等の減少 -714,845 714,845

    貸付金・基金等の増加 94,525 -94,525

    貸付金・基金等の減少 -626,818 626,818

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 1,080,240 1,080,240

  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 - - - -

  その他 11,720 11,720 -

  本年度純資産変動額 157,392 556,403 -399,010 -

本年度末純資産残高 13,197,475 18,966,087 -5,768,612 -

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：池田町

会計：全体会計 （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 917,670

財務活動収支 134,635

本年度資金収支額 -99,670

前年度末資金残高 1,013,472

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 913,802

    地方債等償還支出 650,865

    その他の支出 -

  財務活動収入 785,500

    地方債等発行収入 785,500

    その他の収入 -

    資産売却収入 9,744

    その他の収入 -

投資活動収支 250,496

【財務活動収支】

  財務活動支出 650,865

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,082,733

    国県等補助金収入 448,156

    基金取崩収入 594,834

    貸付金元金回収収入 30,000

  投資活動支出 832,238

    公共施設等整備費支出 737,962

    基金積立金支出 64,275

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 30,000

    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 -484,801

【投資活動収支】

    税収等収入 3,396,144

    国県等補助金収入 1,370,902

    使用料及び手数料収入 269,891

    その他の収入 150,691

  臨時支出 49,425

    移転費用支出 3,008,011

      補助金等支出 2,546,654

      社会保障給付支出 443,675

      その他の支出 17,683

  業務収入 5,187,628

    業務費用支出 2,645,758

      人件費支出 1,069,953

      物件費等支出 1,526,325

      支払利息支出 24,015

      その他の支出 25,465

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 5,653,769


