
【様式第1号】

自治体名：川北町

会計：全体会計 （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 12,657,922,715   固定負債 4,845,885,559

    有形固定資産 11,871,233,143     地方債等 4,258,378,276

      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

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 131,847,000

        立木竹 -     その他 -

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 532,500,542

        建物 12,447,848,845     １年内償還予定地方債等 413,652,205

        建物減価償却累計額 -5,983,964,399     未払金 6,170,502

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 38,206,080     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -180,900     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 49,560,949

        船舶 -     預り金 63,116,886

        船舶減価償却累計額 -     その他 -

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 5,378,386,101

        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 14,333,685,744

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -5,070,055,933

        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 4,131,000

      インフラ資産 3,303,832,153

        土地 119,218,934

        土地減損損失累計額 -

        建物 1,278,128,400

        建物減価償却累計額 -842,120,825

        建物減損損失累計額 -

        工作物 5,245,192,839

        工作物減価償却累計額 -2,648,499,349

        工作物減損損失累計額 -

        その他 780,647,347

        その他減価償却累計額 -651,158,153

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 22,422,960

      物品 446,732,245

      物品減価償却累計額 -213,017,424

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 15,397,344

      ソフトウェア 12,697,344

      その他 2,700,000

    投資その他の資産 771,292,228

      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 12,318,443

      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 -779,908

  流動資産 1,984,093,197

    現金預金 296,109,272

    未収金 12,572,326

    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 -351,430

  繰延資産 - 純資産合計 9,263,629,811

資産合計 14,642,015,912 負債及び純資産合計 14,642,015,912

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：全体会計 （単位：円）

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

  経常費用 4,300,764,489

    業務費用 2,139,302,771

      人件費 842,874,381

        職員給与費 678,563,035

        賞与等引当金繰入額 49,904,949

        退職手当引当金繰入額 71,364,689

        その他 43,041,708

      物件費等 1,236,770,437

        物件費 706,285,620

        維持補修費 41,865,003

        減価償却費 488,619,814

        その他 -

      その他の業務費用 59,657,953

        支払利息 35,574,843

        徴収不能引当金繰入額 1,131,338

        その他 22,951,772

    移転費用 2,161,461,718

      補助金等 1,753,994,868

      社会保障給付 337,749,550

      他会計への繰出金 69,380,000

      その他 337,300

  経常収益 243,740,649

    使用料及び手数料 166,029,460

    その他 77,711,189

純経常行政コスト 4,057,023,840

  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 103,136,000

純行政コスト 3,953,507,590

    その他 -

  臨時利益 103,516,250

    資産売却益 380,250



【様式第3号】

自治体名：川北町

会計：全体会計 （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 9,436,481,564 14,714,440,716 -5,277,959,152 -

  純行政コスト（△） -3,953,507,590 -3,953,507,590 -

  財源 3,780,655,837 3,780,655,837 -

    税収等 2,743,284,062 2,743,284,062 -

    国県等補助金 1,037,371,775 1,037,371,775 -

  本年度差額 -172,851,753 -172,851,753 -

  固定資産等の変動（内部変動） -380,754,972 380,754,972

    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 -594,789,478 594,789,478

    貸付金・基金等の増加 1,146,827 -1,146,827

    貸付金・基金等の減少 -114,670,137 114,670,137

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 - -

  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 - - -

  本年度純資産変動額 -172,851,753 -380,754,972 207,903,219 -

本年度末純資産残高 9,263,629,811 14,333,685,744 -5,070,055,933 -

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：全体会計 （単位：円）

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 3,788,796,079

    業務費用支出 1,627,334,361

      人件費支出 829,291,958

      物件費等支出 742,396,523

      支払利息支出 35,574,843

      その他の支出 20,071,037

    移転費用支出 2,161,461,718

      補助金等支出 1,753,994,868

      社会保障給付支出 337,749,550

      他会計への繰出支出 69,380,000

      その他の支出 337,300

  業務収入 3,938,608,261

    税収等収入 2,739,304,937

    国県等補助金収入 947,835,775

    使用料及び手数料収入 173,820,314

    その他の収入 77,647,235

  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 149,812,182

【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 -

    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

    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】

  財務活動支出 397,229,546

    地方債等償還支出 397,229,546

    その他の支出 -

  財務活動収入 198,100,000

    地方債等発行収入 198,100,000

    その他の収入 -

財務活動収支 -199,129,546

本年度資金収支額 -71,399,409

前年度末資金残高 304,391,795

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 232,992,386

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 296,109,272


