
【様式第1号】

自治体名：川北町

会計：連結会計 （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 14,598,000,872   固定負債 7,706,414,016

    有形固定資産 13,592,133,440     地方債等 6,951,955,604

      事業用資産 9,767,728,933     長期未払金 -

        土地 2,087,614,050     退職手当引当金 601,768,655

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 -     その他 152,689,757

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 1,744,127,411

        建物 14,421,125,793     １年内償還予定地方債等 1,552,912,602

        建物減価償却累計額 -6,932,407,635     未払金 49,876,868

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 757,900,891     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -587,170,940     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 74,798,701

        船舶 59,981     預り金 64,085,913

        船舶減価償却累計額 -59,981     その他 2,453,327

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 9,450,541,427

        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 16,318,005,937

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -6,241,310,663

        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 180,210

        その他減価償却累計額 -165,030

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 20,651,594

      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 1,126,880,471

      物品減価償却累計額 -606,308,117

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 15,449,386

      ソフトウェア 12,697,344

      その他 2,752,042

    投資その他の資産 990,418,046

      投資及び出資金 10,820,020

        有価証券 780,000

        出資金 10,040,020

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 12,335,358

      長期貸付金 96,706,250

      基金 703,217,515

        減債基金 -

        その他 703,217,515

      その他 168,263,981

      徴収不能引当金 -925,078

  流動資産 4,929,235,829

    現金預金 581,060,209

    未収金 115,726,165

    短期貸付金 -

    基金 1,720,005,065

      財政調整基金 1,714,594,614

      減債基金 5,410,451

    棚卸資産 2,512,796,336

    その他 -

    徴収不能引当金 -351,946

  繰延資産 - 純資産合計 10,076,695,274

資産合計 19,527,236,701 負債及び純資産合計 19,527,236,701

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：連結会計 （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 6,317,136,795

    業務費用 3,107,528,290

      人件費 1,264,860,426

        職員給与費 997,494,582

        賞与等引当金繰入額 73,825,301

        退職手当引当金繰入額 77,654,896

        その他 115,885,647

      物件費等 1,718,870,289

        物件費 1,067,353,397

        維持補修費 60,773,275

        減価償却費 590,533,235

        その他 210,382

      その他の業務費用 123,797,575

        支払利息 48,607,262

        徴収不能引当金繰入額 1,272,681

        その他 73,917,632

    移転費用 3,209,608,505

      補助金等 1,343,332,262

      社会保障給付 337,749,550

      他会計への繰出金 69,380,000

      その他 1,459,146,693

  経常収益 937,923,430

    使用料及び手数料 748,052,786

    その他 189,870,644

純経常行政コスト 5,379,213,365

  臨時損失 33,756

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 33,756

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 17,275

純行政コスト 5,378,849,596

    その他 -

  臨時利益 397,525

    資産売却益 380,250



【様式第3号】

自治体名：川北町

会計：連結会計 （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 10,267,938,260 16,616,939,178 -6,349,000,918 -

  純行政コスト（△） -5,378,849,596 -5,378,849,596 -

  財源 5,174,054,484 5,174,054,484 -

    税収等 3,516,707,780 3,516,707,780 -

    国県等補助金 1,657,346,704 1,657,346,704 -

  本年度差額 -204,795,112 -204,795,112 -

  固定資産等の変動（内部変動） -312,959,335 312,959,335

    有形固定資産等の増加 484,252,549 -484,252,549

    有形固定資産等の減少 -697,436,595 697,436,595

    貸付金・基金等の増加 19,753,141 -19,753,141

    貸付金・基金等の減少 -119,528,430 119,528,430

  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 5,566,394 13,519,504 -7,953,110 -

  その他 7,985,732 506,590 7,479,142

  本年度純資産変動額 -191,242,986 -298,933,241 107,690,255 -

本年度末純資産残高 10,076,695,274 16,318,005,937 -6,241,310,663 -

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：連結会計 （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 6,672,100,212

    業務費用支出 3,462,569,648

      人件費支出 1,245,943,691

      物件費等支出 2,088,889,575

      支払利息支出 48,607,262

      その他の支出 79,129,120

    移転費用支出 3,209,530,564

      補助金等支出 1,343,282,262

      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 1,459,118,752

  業務収入 6,019,397,035

    税収等収入 3,493,931,462

    国県等補助金収入 1,567,038,737

    使用料及び手数料収入 761,053,638

    その他の収入 197,373,198

  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 -652,703,177

【投資活動収支】

  投資活動支出 385,218,263

    公共施設等整備費支出 378,136,747

    基金積立金支出 6,425,266

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 656,250

    その他の支出 -

  投資活動収入 203,568,714

    国県等補助金収入 90,869,170

    基金取崩収入 112,319,294

    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 -181,649,549

【財務活動収支】

  財務活動支出 593,289,420

    地方債等償還支出 593,289,420

    その他の支出 -

  財務活動収入 1,371,503,188

    地方債等発行収入 1,355,010,698

    その他の収入 16,492,490

財務活動収支 778,213,768

本年度資金収支額 -56,138,958

前年度末資金残高 572,762,742

比例連結割合変更に伴う差額 576,951

本年度末資金残高 517,200,735

前年度末歳計外現金残高 63,318,376

本年度歳計外現金増減額 541,098

本年度末歳計外現金残高 63,859,474

本年度末現金預金残高 581,060,209


