
【様式第1号】

自治体名：川北町

会計：一般会計等 （単位：円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 12,549,728,301   固定負債 4,572,554,406

    有形固定資産 11,834,129,077     地方債 4,126,760,027

      事業用資産 8,648,777,842     長期未払金 -

        土地 1,827,645,543     退職手当引当金 445,794,379

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 12,248,453,273     その他 -

        建物減価償却累計額 -5,433,530,974   流動負債 584,599,633

        工作物 -     １年内償還予定地方債 474,971,349

        工作物減価償却累計額 -     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 42,535,049

        航空機 -     預り金 67,093,235

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 5,157,154,039

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 6,210,000   固定資産等形成分 14,303,343,523

      インフラ資産 3,099,967,175   余剰分（不足分） -4,914,002,010

        土地 119,218,934

        建物 1,161,500,600

        建物減価償却累計額 -778,764,075

        工作物 4,792,233,267

        工作物減価償却累計額 -2,398,709,999

        その他 780,647,347

        その他減価償却累計額 -584,582,899

        建設仮勘定 8,424,000

      物品 253,904,224

      物品減価償却累計額 -168,520,164

    無形固定資産 15,871,680

      ソフトウェア 15,871,680

      その他 -

    投資その他の資産 699,727,544

      投資及び出資金 37,033,300

        有価証券 -

        出資金 37,033,300

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 10,820,178

      長期貸付金 95,000,000

      基金 557,444,589

        減債基金 -

        その他 557,444,589

      その他 -

      徴収不能引当金 -570,523

  流動資産 1,996,767,251

    現金預金 239,715,817

    未収金 3,626,139

    短期貸付金 -

    基金 1,753,615,222

      財政調整基金 1,748,220,965

      減債基金 5,394,257

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -189,927 純資産合計 9,389,341,513

資産合計 14,546,495,552 負債及び純資産合計 14,546,495,552

貸借対照表
（平成29年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：川北町

会計：一般会計等 （単位：円）

行政コスト計算書
自　平成28年4月1日

至　平成29年3月31日

科目名 金額

  経常費用 3,247,928,984

    業務費用 1,978,629,685

      人件費 766,946,489

        職員給与費 625,727,877

        賞与等引当金繰入額 42,535,049

        退職手当引当金繰入額 56,213,893

        その他 42,469,670

      物件費等 1,162,584,151

        物件費 650,081,139

        維持補修費 53,442,627

        減価償却費 459,060,385

        その他 -

      その他の業務費用 49,099,045

        支払利息 44,122,914

        徴収不能引当金繰入額 760,450

        その他 4,215,681

    移転費用 1,269,299,299

      補助金等 628,591,121

      社会保障給付 355,952,769

      他会計への繰出金 282,324,699

      その他 2,430,710

  経常収益 256,658,054

    使用料及び手数料 136,631,725

    その他 120,026,329

純経常行政コスト 2,991,270,930

  臨時損失 -

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 -

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

純行政コスト 2,990,959,710

    その他 -

  臨時利益 311,220

    資産売却益 311,220



【様式第3号】

自治体名：川北町

会計：一般会計等 （単位：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 9,195,167,234 14,164,814,170 -4,969,646,936

  純行政コスト（△） -2,990,959,710 -2,990,959,710

  財源 3,134,635,981 3,134,635,981

    税収等 2,467,725,174 2,467,725,174

    国県等補助金 666,910,807 666,910,807

  本年度差額 143,676,271 143,676,271

  固定資産等の変動（内部変動） 88,031,345 -88,031,345

    有形固定資産等の増加 732,747,694 -732,747,694

    有形固定資産等の減少 -762,402,026 762,402,026

    貸付金・基金等の増加 127,685,677 -127,685,677

    貸付金・基金等の減少 -10,000,000 10,000,000

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 50,498,008 50,498,008

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 194,174,279 138,529,353 55,644,926

本年度末純資産残高 9,389,341,513 14,303,343,523 -4,914,002,010

純資産変動計算書
自　平成28年4月1日

至　平成29年3月31日



【様式第4号】

自治体名：川北町

会計：一般会計等 （単位：円）

資金収支計算書
自　平成28年4月1日

至　平成29年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 2,790,658,054

    業務費用支出 1,521,358,755

      人件費支出 769,846,895

      物件費等支出 703,967,127

      支払利息支出 44,122,914

      その他の支出 3,421,819

    移転費用支出 1,269,299,299

      補助金等支出 628,591,121

      社会保障給付支出 355,952,769

      他会計への繰出支出 282,324,699

      その他の支出 2,430,710

  業務収入 3,104,760,999

    税収等収入 2,466,256,126

    国県等補助金収入 381,922,307

    使用料及び手数料収入 136,631,725

    その他の収入 119,950,841

  臨時支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 314,102,945

【投資活動収支】

  投資活動支出 556,271,631

    公共施設等整備費支出 429,406,053

    基金積立金支出 31,865,578

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 95,000,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 295,299,720

    国県等補助金収入 284,988,500

    基金取崩収入 -

    貸付金元金回収収入 10,000,000

    資産売却収入 311,220

    その他の収入 -

投資活動収支 -260,971,911

【財務活動収支】

  財務活動支出 387,406,033

    地方債償還支出 387,406,033

    その他の支出 -

  財務活動収入 358,700,000

    地方債発行収入 358,700,000

前年度末歳計外現金残高 68,533,237

本年度歳計外現金増減額 -1,440,002

本年度末歳計外現金残高 67,093,235

本年度末現金預金残高 239,715,817

    その他の収入 -

財務活動収支 -28,706,033

本年度資金収支額 24,425,001

前年度末資金残高 148,197,581

本年度末資金残高 172,622,582


