
【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 12,528,112,431   固定負債 4,695,803,502

    有形固定資産 11,710,875,301     地方債 4,015,130,481

      事業用資産 8,492,129,360     長期未払金 -

        土地 1,827,645,543     退職手当引当金 445,690,021

        立木竹 -     損失補償等引当金 234,983,000

        建物 12,335,081,029     その他 -

        建物減価償却累計額 -5,708,964,876   流動負債 505,038,795

        工作物 2,700,000     １年内償還予定地方債 397,229,546

        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 45,103,650

        航空機 -     預り金 62,705,599

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 5,200,842,297

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 35,667,664   固定資産等形成分 14,282,929,328

      インフラ資産 3,149,988,838   余剰分（不足分） -4,910,095,432

        土地 119,218,934

        建物 1,278,128,400

        建物減価償却累計額 -809,404,955

        工作物 4,916,447,700

        工作物減価償却累計額 -2,521,654,562

        その他 780,647,347

        その他減価償却累計額 -617,930,026

        建設仮勘定 4,536,000

      物品 253,904,224

      物品減価償却累計額 -185,147,121

    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 801,365,450

      投資及び出資金 47,033,300

        有価証券 -

        出資金 47,033,300

        その他 -

      投資損失引当金 -10,000,000

      長期延滞債権 11,827,842

      長期貸付金 95,000,000

      基金 658,029,832

        減債基金 -

        その他 658,029,832

      その他 -

      徴収不能引当金 -525,524

  流動資産 2,045,563,762

    現金預金 288,113,440

    未収金 2,743,078

    短期貸付金 -

    基金 1,754,816,897

      財政調整基金 1,749,414,549

      減債基金 5,402,348

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -109,653 純資産合計 9,372,833,896

資産合計 14,573,676,193 負債及び純資産合計 14,573,676,193

貸借対照表
（平成30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）

    その他 -

純行政コスト 3,194,155,764

    その他 -

  臨時利益 -

    資産売却益 -

    資産除売却損 -

    投資損失引当金繰入額 10,000,000

    損失補償等引当金繰入額 234,983,000

純経常行政コスト 2,949,172,764

  臨時損失 244,983,000

    災害復旧事業費 -

  経常収益 296,340,090

    使用料及び手数料 131,545,135

    その他 164,794,955

      社会保障給付 345,598,474

      他会計への繰出金 248,878,152

      その他 1,346,815

        その他 13,255,205

    移転費用 1,291,060,104

      補助金等 695,236,663

      その他の業務費用 52,397,323

        支払利息 38,506,941

        徴収不能引当金繰入額 635,177

        維持補修費 3,269,235

        減価償却費 478,993,429

        その他 -

        その他 43,458,799

      物件費等 1,090,938,197

        物件費 608,675,533

        職員給与費 661,850,603

        賞与等引当金繰入額 45,103,650

        退職手当引当金繰入額 60,704,178

  経常費用 3,245,512,854

    業務費用 1,954,452,750

      人件費 811,117,230

行政コスト計算書
自　平成29年4月1日
至　平成30年3月31日

科目名 金額



【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 9,389,341,513 14,303,343,523 -4,914,002,010

  純行政コスト（△） -3,194,155,764 -3,194,155,764

  財源 3,167,648,147 3,167,648,147

    税収等 2,650,831,584 2,650,831,584

    国県等補助金 516,816,563 516,816,563

  本年度差額 -26,507,617 -26,507,617

  固定資産等の変動（内部変動） -30,414,195 30,414,195

    有形固定資産等の増加 554,317,829 -554,317,829

    有形固定資産等の減少 -677,571,605 677,571,605

    貸付金・基金等の増加 92,839,581 -92,839,581

    貸付金・基金等の減少 - -

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 - -

  その他 10,000,000 10,000,000 -

  本年度純資産変動額 -16,507,617 -20,414,195 3,906,578

本年度末純資産残高 9,372,833,896 14,282,929,328 -4,910,095,432

純資産変動計算書
自　平成29年4月1日
至　平成30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）

前年度末歳計外現金残高 67,093,235

本年度歳計外現金増減額 -4,387,636

本年度末歳計外現金残高 62,705,599

本年度末現金預金残高 288,113,440

    その他の収入 -

財務活動収支 -189,371,349

本年度資金収支額 52,785,259

前年度末資金残高 172,622,582

本年度末資金残高 225,407,841

  財務活動支出 474,971,349

    地方債償還支出 474,971,349

    その他の支出 -

  財務活動収入 285,600,000

    地方債発行収入 285,600,000

    貸付金元金回収収入 -

    資産売却収入 -

    その他の収入 -

投資活動収支 -353,454,521

【財務活動収支】

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 104,045,500

    国県等補助金収入 104,045,500

    基金取崩収入 -

【投資活動収支】

  投資活動支出 457,500,021

    公共施設等整備費支出 355,739,653

    基金積立金支出 101,760,368

    投資及び出資金支出 -

  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 595,611,129

  業務収入 3,358,864,595

    税収等収入 2,649,784,978

    国県等補助金収入 412,771,063

    使用料及び手数料収入 131,545,135

    その他の収入 164,763,419

    移転費用支出 1,291,060,104

      補助金等支出 695,236,663

      社会保障給付支出 345,598,474

      他会計への繰出支出 248,878,152

      その他の支出 1,346,815

    業務費用支出 1,472,193,362

      人件費支出 808,652,987

      物件費等支出 611,944,768

      支払利息支出 38,506,941

      その他の支出 13,088,666

資金収支計算書
自　平成29年4月1日
至　平成30年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 2,763,253,466


