
【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 14,483,186,927   固定負債 5,883,858,360

    有形固定資産 13,562,060,927     地方債等 5,268,395,519

      事業用資産 9,756,962,994     長期未払金 -

        土地 2,014,033,929     退職手当引当金 461,254,985

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 6,024,920     その他 154,207,856

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 1,067,924,256

        建物 13,680,082,229     １年内償還予定地方債等 896,366,966

        建物減価償却累計額 -6,169,203,098     未払金 34,930,213

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 296,749,477     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -234,035,526     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 66,521,409

        船舶 -     預り金 67,809,819

        船舶減価償却累計額 -     その他 2,295,849

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 6,951,782,616

        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 16,280,773,300

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -6,348,663,559

        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 200,489,446

        その他減価償却累計額 -192,377,302

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 155,198,919

      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 1,017,721,435

      物品減価償却累計額 -503,316,677

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 20,776,404

      ソフトウェア 16,224,362

      その他 4,552,042

    投資その他の資産 900,349,596

      投資及び出資金 11,432,322

        有価証券 780,000

        出資金 10,040,020

        その他 612,302

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 15,373,120

      長期貸付金 95,525,000

      基金 632,009,520

        減債基金 -

        その他 632,009,520

      その他 147,031,321

      徴収不能引当金 -1,021,687

  流動資産 2,400,705,430

    現金預金 463,143,863

    未収金 135,929,878

    短期貸付金 -

    基金 1,797,586,373

      財政調整基金 1,792,192,116

      減債基金 5,394,257

    棚卸資産 4,395,719

    その他 -

    徴収不能引当金 -350,403

  繰延資産 - 純資産合計 9,932,109,741

資産合計 16,883,892,357 負債及び純資産合計 16,883,892,357

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：連結会計 （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 6,770,618,486

    業務費用 3,559,839,512

      人件費 1,177,225,714

        職員給与費 943,481,701

        賞与等引当金繰入額 64,014,009

        退職手当引当金繰入額 58,121,146

        その他 111,608,858

      物件費等 2,270,460,423

        物件費 1,081,344,645

        維持補修費 61,458,559

        減価償却費 554,747,839

        その他 572,909,380

      その他の業務費用 112,153,375

        支払利息 57,723,500

        徴収不能引当金繰入額 1,367,632

        その他 53,062,243

    移転費用 3,210,778,974

      補助金等 1,374,189,571

      社会保障給付 356,107,191

      他会計への繰出金 86,805,520

      その他 1,393,676,692

  経常収益 1,169,768,472

    使用料及び手数料 695,299,783

    その他 474,468,689

純経常行政コスト 5,600,850,014

  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 5,600,538,794

    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：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 10,010,608,251 15,736,256,477 -5,725,648,226 -

  純行政コスト（△） -5,600,538,794 -5,600,538,794 -

  財源 5,499,183,723 5,499,183,723 -

    税収等 3,714,819,071 3,714,819,071 -

    国県等補助金 1,784,364,652 1,784,364,652 -

  本年度差額 -101,355,071 -101,355,071 -

  固定資産等の変動（内部変動） 521,596,946 -521,596,946

    有形固定資産等の増加 1,248,098,400 -1,248,098,400

    有形固定資産等の減少 -858,719,431 858,719,431

    貸付金・基金等の増加 154,802,574 -154,802,574

    貸付金・基金等の減少 -22,584,597 22,584,597

  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 -640,695 -584,515 -56,180 -

  その他 -27,000,752 -26,993,616 -7,136

  本年度純資産変動額 -78,498,510 544,516,823 -623,015,333 -

本年度末純資産残高 9,932,109,741 16,280,773,300 -6,348,663,559 -

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：連結会計 （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 5,660,937,039

    業務費用支出 2,450,233,346

      人件費支出 1,179,888,484

      物件費等支出 1,151,720,974

      支払利息支出 57,723,500

      その他の支出 60,900,388

    移転費用支出 3,210,703,693

      補助金等支出 1,374,139,571

      社会保障給付支出 356,107,191

      他会計への繰出支出 86,805,520

      その他の支出 1,393,651,411

  業務収入 6,287,801,986

    税収等収入 3,697,208,852

    国県等補助金収入 1,453,947,175

    使用料及び手数料収入 664,681,130

    その他の収入 471,964,829

  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 626,864,947

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,086,077,540

    公共施設等整備費支出 944,756,759

    基金積立金支出 46,320,781

    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 355,365,892

    国県等補助金収入 336,312,512

    基金取崩収入 9,092,160

    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 -350,000

投資活動収支 -730,711,648

【財務活動収支】

  財務活動支出 683,102,740

    地方債等償還支出 701,303,020

    その他の支出 -18,200,280

  財務活動収入 836,388,073

    地方債等発行収入 836,388,073

    その他の収入 -

財務活動収支 153,285,333

本年度資金収支額 49,438,632

前年度末資金残高 346,020,868

比例連結割合変更に伴う差額 27,560

本年度末資金残高 395,487,060

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 -876,434

本年度末歳計外現金残高 67,656,803

本年度末現金預金残高 463,143,863


