
【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 12,243,679,138   固定負債 4,387,085,559

    有形固定資産 11,463,555,070     地方債 3,799,578,276

      事業用資産 8,333,686,169     長期未払金 -

        土地 1,827,645,543     退職手当引当金 455,660,283

        立木竹 -     損失補償等引当金 131,847,000

        建物 12,447,848,845     その他 -

        建物減価償却累計額 -5,983,964,399   流動負債 525,704,719

        工作物 38,206,080     １年内償還予定地方債 413,652,205

        工作物減価償却累計額 -180,900     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 48,935,628

        航空機 -     預り金 63,116,886

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 4,912,790,278

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 4,131,000   固定資産等形成分 13,919,442,167

      インフラ資産 3,045,895,342   余剰分（不足分） -4,735,079,001

        土地 119,218,934

        建物 1,278,128,400

        建物減価償却累計額 -842,120,825

        工作物 4,976,694,420

        工作物減価償却累計額 -2,637,937,741

        その他 780,647,347

        その他減価償却累計額 -651,158,153

        建設仮勘定 22,422,960

      物品 280,421,464

      物品減価償却累計額 -196,447,905

    無形固定資産 12,697,344

      ソフトウェア 12,697,344

      その他 -

    投資その他の資産 767,426,724

      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 8,289,563

      長期貸付金 95,000,000

      基金 627,720,393

        減債基金 -

        その他 627,720,393

      その他 -

      徴収不能引当金 -616,532

  流動資産 1,853,474,306

    現金預金 170,265,261

    未収金 7,734,656

    短期貸付金 -

    基金 1,675,763,029

      財政調整基金 1,670,352,578

      減債基金 5,410,451

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -288,640 純資産合計 9,184,363,166

資産合計 14,097,153,444 負債及び純資産合計 14,097,153,444

貸借対照表
（平成31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 103,136,000

純行政コスト 3,055,446,115

    その他 -

  臨時利益 103,516,250

    資産売却益 380,250

    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 -

純経常行政コスト 3,158,962,365

  臨時損失 -

    災害復旧事業費 -

  経常収益 174,738,291

    使用料及び手数料 127,699,900

    その他 47,038,391

      社会保障給付 337,749,550

      他会計への繰出金 213,123,388

      その他 337,300

        その他 14,002,764

    移転費用 1,333,430,681

      補助金等 782,220,443

      その他の業務費用 48,677,177

        支払利息 33,769,241

        徴収不能引当金繰入額 905,172

        維持補修費 41,865,003

        減価償却費 471,882,719

        その他 -

        その他 41,741,749

      物件費等 1,119,848,137

        物件費 606,100,415

        職員給与費 669,702,595

        賞与等引当金繰入額 48,935,628

        退職手当引当金繰入額 71,364,689

  経常費用 3,333,700,656

    業務費用 2,000,269,975

      人件費 831,744,661

行政コスト計算書
自　平成30年4月1日
至　平成31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 9,372,833,896 14,282,929,328 -4,910,095,432

  純行政コスト（△） -3,055,446,115 -3,055,446,115

  財源 2,866,975,385 2,866,975,385

    税収等 2,377,451,714 2,377,451,714

    国県等補助金 489,523,671 489,523,671

  本年度差額 -188,470,730 -188,470,730

  固定資産等の変動（内部変動） -363,487,161 363,487,161

    有形固定資産等の増加 327,557,816 -327,557,816

    有形固定資産等の減少 -578,052,383 578,052,383

    貸付金・基金等の増加 1,532,253 -1,532,253

    貸付金・基金等の減少 -114,524,847 114,524,847

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 - -

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -188,470,730 -363,487,161 175,016,431

本年度末純資産残高 9,184,363,166 13,919,442,167 -4,735,079,001

純資産変動計算書
自　平成30年4月1日
至　平成31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 62,705,599

本年度歳計外現金増減額 411,287

本年度末歳計外現金残高 63,116,886

本年度末現金預金残高 170,265,261

    その他の収入 -

財務活動収支 -199,129,546

本年度資金収支額 -118,259,466

前年度末資金残高 225,407,841

本年度末資金残高 107,148,375

  財務活動支出 397,229,546

    地方債償還支出 397,229,546

    その他の支出 -

  財務活動収入 198,100,000

    地方債発行収入 198,100,000

    貸付金元金回収収入 -

    資産売却収入 380,250

    その他の収入 -

投資活動収支 -22,082,045

【財務活動収支】

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 200,811,810

    国県等補助金収入 89,536,000

    基金取崩収入 110,895,560

【投資活動収支】

  投資活動支出 222,893,855

    公共施設等整備費支出 221,388,152

    基金積立金支出 1,505,703

    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 102,952,125

  業務収入 2,947,444,735

    税収等収入 2,372,745,323

    国県等補助金収入 399,987,671

    使用料及び手数料収入 127,699,900

    その他の収入 47,011,841

    移転費用支出 1,333,430,681

      補助金等支出 782,220,443

      社会保障給付支出 337,749,550

      他会計への繰出支出 213,123,388

      その他の支出 337,300

    業務費用支出 1,511,061,929

      人件費支出 817,942,421

      物件費等支出 647,965,418

      支払利息支出 33,769,241

      その他の支出 11,384,849

資金収支計算書
自　平成30年4月1日
至　平成31年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 2,844,492,610


