
【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 14,821,458,844   固定負債 7,752,637,120

    有形固定資産 13,787,810,560     地方債等 7,015,646,180

      事業用資産 9,892,797,266     長期未払金 -

        土地 2,082,676,344     退職手当引当金 582,487,795

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 -     その他 154,503,145

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 898,430,322

        建物 14,240,172,862     １年内償還予定地方債等 722,067,824

        建物減価償却累計額 -6,605,854,587     未払金 40,270,968

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 700,932,022     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -566,655,069     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 69,969,067

        船舶 58,705     預り金 63,555,570

        船舶減価償却累計額 -58,705     その他 2,566,893

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 8,651,067,442

        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 16,616,939,178

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -6,349,000,918

        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 177,149

        その他減価償却累計額 -161,672

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 41,510,217

      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 986,397,744

      物品減価償却累計額 -554,149,948

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 19,523,722

      ソフトウェア 15,871,680

      その他 3,652,042

    投資その他の資産 1,014,124,562

      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 16,540,274

      長期貸付金 96,050,000

      基金 732,631,917

        減債基金 -

        その他 732,631,917

      その他 159,056,594

      徴収不能引当金 -974,243

  流動資産 4,097,546,858

    現金預金 636,081,118

    未収金 125,083,347

    短期貸付金 -

    基金 1,795,480,334

      財政調整基金 1,790,077,986

      減債基金 5,402,348

    棚卸資産 1,541,141,250

    その他 -

    徴収不能引当金 -239,191

  繰延資産 - 純資産合計 10,267,938,260

資産合計 18,919,005,702 負債及び純資産合計 18,919,005,702

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：連結会計 （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 6,233,448,794

    業務費用 3,049,459,739

      人件費 1,235,447,060

        職員給与費 982,435,545

        賞与等引当金繰入額 69,082,867

        退職手当引当金繰入額 70,720,226

        その他 113,208,422

      物件費等 1,683,295,352

        物件費 1,077,289,539

        維持補修費 19,231,667

        減価償却費 586,649,070

        その他 125,076

      その他の業務費用 130,717,327

        支払利息 54,964,420

        徴収不能引当金繰入額 1,207,582

        その他 74,545,325

    移転費用 3,183,989,055

      補助金等 1,351,735,194

      社会保障給付 345,598,474

      他会計への繰出金 65,300,000

      その他 1,421,355,387

  経常収益 1,070,644,586

    使用料及び手数料 766,860,670

    その他 303,783,916

純経常行政コスト 5,162,804,208

  臨時損失 838,444

    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 48,815

純行政コスト 5,163,593,837

    その他 838,444

  臨時利益 48,815

    資産売却益 -



【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 9,932,109,741 16,280,773,300 -6,348,663,559 -

  純行政コスト（△） -5,163,593,837 -5,163,593,837 -

  財源 5,501,318,025 5,501,318,025 -

    税収等 4,075,992,455 4,075,992,455 -

    国県等補助金 1,425,325,570 1,425,325,570 -

  本年度差額 337,724,188 337,724,188 -

  固定資産等の変動（内部変動） 125,617,016 -125,617,016

    有形固定資産等の増加 788,323,740 -788,323,740

    有形固定資産等の減少 -786,759,994 786,759,994

    貸付金・基金等の増加 127,331,702 -117,331,702

    貸付金・基金等の減少 -3,278,432 -6,721,568

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 4,080 4,080

  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 -9,056,173 203,257,772 -212,313,945 -

  その他 7,156,424 7,287,010 -130,586

  本年度純資産変動額 335,828,519 336,165,878 -337,359 -

本年度末純資産残高 10,267,938,260 16,616,939,178 -6,349,000,918 -

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：連結会計 （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 7,183,158,940

    業務費用支出 3,999,240,101

      人件費支出 1,224,502,515

      物件費等支出 2,625,966,819

      支払利息支出 54,964,420

      その他の支出 93,806,347

    移転費用支出 3,183,918,839

      補助金等支出 1,351,685,209

      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 1,421,335,156

  業務収入 6,447,026,083

    税収等収入 4,056,786,462

    国県等補助金収入 1,302,730,194

    使用料及び手数料収入 784,423,932

    その他の収入 303,085,495

  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 -736,132,857

【投資活動収支】

  投資活動支出 699,817,817

    公共施設等整備費支出 588,211,889

    基金積立金支出 111,080,928

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 525,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 124,273,312

    国県等補助金収入 123,163,312

    基金取崩収入 1,110,000

    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 -575,544,505

【財務活動収支】

  財務活動支出 633,194,554

    地方債等償還支出 651,263,164

    その他の支出 -18,068,610

  財務活動収入 2,151,706,028

    地方債等発行収入 2,151,706,028

    その他の収入 -

財務活動収支 1,518,511,474

本年度資金収支額 206,834,112

前年度末資金残高 395,487,060

比例連結割合変更に伴う差額 -29,558,430

本年度末資金残高 572,762,742

前年度末歳計外現金残高 67,656,803

本年度歳計外現金増減額 -4,338,427

本年度末歳計外現金残高 63,318,376

本年度末現金預金残高 636,081,118


