
【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 12,867,002,025   固定負債 4,896,754,406

    有形固定資産 12,142,678,277     地方債等 4,450,960,027

      事業用資産 8,648,777,842     長期未払金 -

        土地 1,827,645,543     退職手当引当金 445,794,379

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 -     その他 -

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 585,267,826

        建物 12,248,453,273     １年内償還予定地方債等 474,971,349

        建物減価償却累計額 -5,433,530,974     未払金 190,902

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 -     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 43,012,340

        船舶 -     預り金 67,093,235

        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 5,482,022,232

        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 14,620,617,247

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -5,169,746,378

        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 6,210,000

      インフラ資産 3,290,693,175

        土地 119,218,934

        土地減損損失累計額 -

        建物 1,161,500,600

        建物減価償却累計額 -778,764,075

        建物減損損失累計額 -

        工作物 4,956,459,267

        工作物減価償却累計額 -2,398,709,999

        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 -584,582,899

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 34,924,000

      物品 371,727,424

      物品減価償却累計額 -168,520,164

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 20,371,680

      ソフトウェア 15,871,680

      その他 4,500,000

    投資その他の資産 703,952,068

      投資及び出資金 37,033,300

        有価証券 -

        出資金 37,033,300

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 15,349,736

      長期貸付金 95,000,000

      基金 557,444,589

        減債基金 -

        その他 557,444,589

      その他 -

      徴収不能引当金 -875,557

  流動資産 2,065,891,076

    現金預金 279,862,503

    未収金 32,760,170

    短期貸付金 -

    基金 1,753,615,222

      財政調整基金 1,748,220,965

      減債基金 5,394,257

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -346,819

  繰延資産 - 純資産合計 9,450,870,869

資産合計 14,932,893,101 負債及び純資産合計 14,932,893,101

貸借対照表
（平成29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28年4月1日
至　平成29年3月31日

科目名 金額

  経常費用 4,216,321,461

    業務費用 2,083,445,590

      人件費 775,600,887

        職員給与費 632,494,437

        賞与等引当金繰入額 43,012,340

        退職手当引当金繰入額 56,213,893

        その他 43,880,217

      物件費等 1,257,246,997

        物件費 744,743,985

        維持補修費 53,442,627

        減価償却費 459,060,385

        その他 -

      その他の業務費用 50,597,706

        支払利息 44,137,577

        徴収不能引当金繰入額 1,222,376

        その他 5,237,753

    移転費用 2,132,875,871

      補助金等 1,687,686,872

      社会保障給付 355,952,769

      他会計への繰出金 86,805,520

      その他 2,430,710

  経常収益 290,745,058

    使用料及び手数料 145,145,025

    その他 145,600,033

純経常行政コスト 3,925,576,403

  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 -

純行政コスト 3,925,265,183

    その他 -

  臨時利益 311,220

    資産売却益 311,220



【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 9,226,551,380 14,169,995,938 -4,943,444,558 -

  純行政コスト（△） -3,925,265,183 -3,925,265,183 -

  財源 4,099,086,664 4,099,086,664 -

    税収等 3,095,379,641 3,095,379,641 -

    国県等補助金 1,003,707,023 1,003,707,023 -

  本年度差額 173,821,481 173,821,481 -

  固定資産等の変動（内部変動） 400,123,301 -400,123,301

    有形固定資産等の増加 1,045,796,894 -1,045,796,894

    有形固定資産等の減少 -762,402,026 762,402,026

    貸付金・基金等の増加 127,685,677 -127,685,677

    貸付金・基金等の減少 -10,957,244 10,957,244

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 50,498,008 50,498,008

  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 224,319,489 450,621,309 -226,301,820 -

本年度末純資産残高 9,450,870,869 14,620,617,247 -5,169,746,378 -

純資産変動計算書
自　平成28年4月1日
至　平成29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28年4月1日
至　平成29年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 3,758,357,569

    業務費用支出 1,625,481,698

      人件費支出 778,461,159

      物件費等支出 798,719,661

      支払利息支出 44,137,577

      その他の支出 4,163,301

    移転費用支出 2,132,875,871

      補助金等支出 1,687,686,872

      社会保障給付支出 355,952,769

      他会計への繰出支出 86,805,520

      その他の支出 2,430,710

  業務収入 4,077,138,841

    税収等収入 3,094,785,883

    国県等補助金収入 718,718,523

    使用料及び手数料収入 118,337,104

    その他の収入 145,297,331

  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 318,781,272

【投資活動収支】

  投資活動支出 869,320,831

    公共施設等整備費支出 742,455,253

    基金積立金支出 31,865,578

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 95,000,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 295,299,720

    国県等補助金収入 284,988,500

    基金取崩収入 -

    貸付金元金回収収入 10,000,000

    資産売却収入 311,220

    その他の収入 -

投資活動収支 -574,021,111

【財務活動収支】

  財務活動支出 387,406,033

    地方債等償還支出 387,406,033

    その他の支出 -

  財務活動収入 682,900,000

    地方債等発行収入 682,900,000

    その他の収入 -

財務活動収支 295,493,967

本年度資金収支額 40,254,128

前年度末資金残高 172,515,140

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 212,769,268

前年度末歳計外現金残高 68,533,237

本年度歳計外現金増減額 -1,440,002

本年度末歳計外現金残高 67,093,235

本年度末現金預金残高 279,862,503


