
【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 12,959,623,819   固定負債 5,154,603,502

    有形固定資産 12,134,390,469     地方債等 4,473,930,481

      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

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 234,983,000

        立木竹 -     その他 -

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 506,259,235

        建物 12,335,081,029     １年内償還予定地方債等 397,229,546

        建物減価償却累計額 -5,708,964,876     未払金 375,302

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 2,700,000     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 45,948,788

        船舶 -     預り金 62,705,599

        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 5,660,862,737

        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 14,714,440,716

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -5,277,959,152

        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 35,667,664

      インフラ資産 3,462,765,498

        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 -809,404,955

        建物減損損失累計額 -

        工作物 5,080,673,700

        工作物減価償却累計額 -2,525,863,902

        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 -617,930,026

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 157,296,000

      物品 371,727,424

      物品減価償却累計額 -192,231,813

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 19,471,680

      ソフトウェア 15,871,680

      その他 3,600,000

    投資その他の資産 805,761,670

      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 16,527,888

      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 -829,350

  流動資産 2,137,720,482

    現金預金 367,097,394

    未収金 16,043,882

    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 -237,691

  繰延資産 - 純資産合計 9,436,481,564

資産合計 15,097,344,301 負債及び純資産合計 15,097,344,301

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：全体会計 （単位：円）

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

  経常費用 4,267,081,574

    業務費用 2,090,273,962

      人件費 821,696,926

        職員給与費 670,377,245

        賞与等引当金繰入額 45,948,788

        退職手当引当金繰入額 60,704,178

        その他 44,666,715

      物件費等 1,201,191,030

        物件費 706,734,334

        維持補修費 3,269,235

        減価償却費 491,187,461

        その他 -

      その他の業務費用 67,386,006

        支払利息 39,450,317

        徴収不能引当金繰入額 1,067,041

        その他 26,868,648

    移転費用 2,176,807,612

      補助金等 1,764,524,523

      社会保障給付 345,598,474

      他会計への繰出金 65,300,000

      その他 1,384,615

  経常収益 360,848,322

    使用料及び手数料 169,877,355

    その他 190,970,967

純経常行政コスト 3,906,233,252

  臨時損失 244,983,000

    災害復旧事業費 -

    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

    その他 -

純行政コスト 4,151,216,252

    その他 -

  臨時利益 -

    資産売却益 -



【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 9,450,870,869 14,620,617,247 -5,169,746,378 -

  純行政コスト（△） -4,151,216,252 -4,151,216,252 -

  財源 4,126,826,947 4,126,826,947 -

    税収等 3,314,508,492 3,314,508,492 -

    国県等補助金 812,318,455 812,318,455 -

  本年度差額 -24,389,305 -24,389,305 -

  固定資産等の変動（内部変動） 83,823,469 -83,823,469

    有形固定資産等の増加 680,577,829 -680,577,829

    有形固定資産等の減少 -689,765,637 689,765,637

    貸付金・基金等の増加 93,076,254 -93,076,254

    貸付金・基金等の減少 -64,977 64,977

  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 10,000,000 10,000,000 -

  本年度純資産変動額 -14,389,305 93,823,469 -108,212,774 -

本年度末純資産残高 9,436,481,564 14,714,440,716 -5,277,959,152 -

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：全体会計 （単位：円）

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 3,779,695,297

    業務費用支出 1,602,887,685

      人件費支出 818,864,836

      物件費等支出 709,924,503

      支払利息支出 39,450,317

      その他の支出 34,648,029

    移転費用支出 2,176,807,612

      補助金等支出 1,764,524,523

      社会保障給付支出 345,598,474

      他会計への繰出支出 65,300,000

      その他の支出 1,384,615

  業務収入 4,405,803,694

    税収等収入 3,313,544,458

    国県等補助金収入 708,272,955

    使用料及び手数料収入 193,430,276

    その他の収入 190,556,005

  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 626,108,397

【投資活動収支】

  投資活動支出 583,760,021

    公共施設等整備費支出 481,999,653

    基金積立金支出 101,760,368

    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 104,045,500

    国県等補助金収入 104,045,500

    基金取崩収入 -

    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 -479,714,521

【財務活動収支】

  財務活動支出 474,971,349

    地方債等償還支出 474,971,349

    その他の支出 -

  財務活動収入 420,200,000

    地方債等発行収入 420,200,000

    その他の収入 -

財務活動収支 -54,771,349

本年度資金収支額 91,622,527

前年度末資金残高 212,769,268

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 304,391,795

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 367,097,394


