
【様式第1号】

自治体名：池田町

会計：連結会計 （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 21,384,350   固定負債 6,489,866

    有形固定資産 19,590,570     地方債等 4,752,236

      事業用資産 10,807,724     長期未払金 -

        土地 2,519,335     退職手当引当金 1,004,913

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 -     その他 732,718

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 809,607

        建物 13,955,086     １年内償還予定地方債等 658,087

        建物減価償却累計額 -7,196,967     未払金 80,525

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 467,346     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -215,756     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 63,391

        船舶 -     預り金 6,299

        船舶減価償却累計額 -     その他 1,305

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 7,299,473

        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 21,867,561

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -6,031,177

        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 1,278,680

      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 1,060,796

      物品減価償却累計額 -859,597

      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 1,786,678

      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 60,983

      長期貸付金 -

      基金 1,583,530

        減債基金 116,834

        その他 1,466,696

      その他 1,852

      徴収不能引当金 -17,555

  流動資産 1,751,507

    現金預金 1,063,261

    未収金 144,555

    短期貸付金 -

    基金 483,211

      財政調整基金 483,211

      減債基金 -

    棚卸資産 20,679

    その他 40,640

    徴収不能引当金 -839

  繰延資産 - 純資産合計 15,836,384

資産合計 23,135,857 負債及び純資産合計 23,135,857

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：連結会計 （単位：千円）

    資産売却益 9,523

    その他 -

純行政コスト 9,044,195

    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 349,779

    その他 191,860

純経常行政コスト 9,004,293

      社会保障給付 1,791,596

      その他 31,657

  経常収益 541,638

        その他 75,712

    移転費用 5,479,042

      補助金等 3,655,789

      その他の業務費用 98,555

        支払利息 24,457

        徴収不能引当金繰入額 -1,615

        維持補修費 715,813

        減価償却費 820,179

        その他 17,292

        その他 328,176

      物件費等 2,599,567

        物件費 1,046,284

        職員給与費 897,172

        賞与等引当金繰入額 60,789

        退職手当引当金繰入額 82,631

  経常費用 9,545,931

    業務費用 4,066,889

      人件費 1,368,768

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：連結会計 （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 14,876,850 20,433,021 -5,556,171 -

  純行政コスト（△） -9,044,195 -9,044,195 -

  財源 8,436,229 8,436,229 -

    税収等 5,538,462 5,538,462 -

    国県等補助金 2,897,767 2,897,767 -

  本年度差額 -607,966 -607,966 -

  固定資産等の変動（内部変動） -185,299 185,299

    有形固定資産等の増加 1,037,832 -1,037,832

    有形固定資産等の減少 -820,415 820,415

    貸付金・基金等の増加 268,627 -268,627

    貸付金・基金等の減少 -671,343 671,343

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 1,089,883 1,089,883

  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 119,716 170,312 -50,596 -

  その他 357,901 359,643 -1,742

  本年度純資産変動額 959,534 1,434,540 -475,005 -

本年度末純資産残高 15,836,384 21,867,561 -6,031,177 -

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：連結会計 （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 3,044

本年度歳計外現金増減額 3,193

本年度末歳計外現金残高 6,236

本年度末現金預金残高 1,063,261

財務活動収支 86,715

本年度資金収支額 -124,722

前年度末資金残高 1,168,622

比例連結割合変更に伴う差額 13,125

本年度末資金残高 1,057,025

    地方債等償還支出 690,823

    その他の支出 7,961

  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 1,270

投資活動収支 -199,375

【財務活動収支】

  財務活動支出 698,785

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,122,552

    国県等補助金収入 448,363

    基金取崩収入 633,175

    貸付金元金回収収入 30,000

  投資活動支出 1,321,928

    公共施設等整備費支出 1,051,664

    基金積立金支出 240,263

    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 -12,062

【投資活動収支】

    税収等収入 5,515,213

    国県等補助金収入 2,638,569

    使用料及び手数料収入 356,198

    その他の収入 189,867

  臨時支出 49,425

    移転費用支出 5,536,333

      補助金等支出 3,650,556

      社会保障給付支出 1,791,596

      その他の支出 94,180

  業務収入 8,699,846

    業務費用支出 3,156,915

      人件費支出 1,288,388

      物件費等支出 1,769,069

      支払利息支出 24,505

      その他の支出 74,954

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 8,693,248


