
【様式第1号】

自治体名：川北町

会計：一般会計等 （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 12,234,264,171   固定負債 4,261,459,243

    有形固定資産 11,443,176,775     地方債 3,824,886,631

      事業用資産 8,332,758,647     長期未払金 -

        土地 1,827,645,543     退職手当引当金 436,572,612

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 12,532,984,845     その他 -

        建物減価償却累計額 -6,262,618,129   流動負債 493,661,526

        工作物 241,661,872     １年内償還予定地方債 380,091,645

        工作物減価償却累計額 -6,915,484     未払金 -

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 -

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 47,120,859

        航空機 -     預り金 66,449,022

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 4,755,120,769

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 -   固定資産等形成分 13,910,760,814

      インフラ資産 3,027,424,685   余剰分（不足分） -4,636,150,428

        土地 121,947,034

        建物 1,278,128,400

        建物減価償却累計額 -874,795,886

        工作物 5,067,400,288

        工作物減価償却累計額 -2,759,961,156

        その他 780,647,347

        その他減価償却累計額 -684,244,009

        建設仮勘定 98,302,667

      物品 294,265,764

      物品減価償却累計額 -211,272,321

    無形固定資産 9,523,008

      ソフトウェア 9,523,008

      その他 -

    投資その他の資産 781,564,388

      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 -

      長期延滞債権 11,814,239

      長期貸付金 95,000,000

      基金 628,502,921

        減債基金 -

        その他 628,502,921

      その他 -

      徴収不能引当金 -786,072

  流動資産 1,795,466,984

    現金預金 116,870,148

    未収金 2,277,559

    短期貸付金 -

    基金 1,676,496,643

      財政調整基金 1,671,080,257

      減債基金 5,416,386

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -177,366 純資産合計 9,274,610,386

資産合計 14,029,731,155 負債及び純資産合計 14,029,731,155

貸借対照表
（令和2年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：川北町

会計：一般会計等 （単位：円）

    その他 141,847,000

純行政コスト 2,842,386,354

    その他 -

  臨時利益 142,807,180

    資産売却益 960,180

    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 -

純経常行政コスト 2,985,193,534

  臨時損失 -

    災害復旧事業費 -

  経常収益 168,672,630

    使用料及び手数料 128,156,070

    その他 40,516,560

      社会保障給付 341,128,905

      他会計への繰出金 229,716,047

      その他 135,300

        その他 13,785,573

    移転費用 1,180,766,903

      補助金等 609,786,651

      その他の業務費用 44,690,877

        支払利息 29,941,866

        徴収不能引当金繰入額 963,438

        維持補修費 19,394,953

        減価償却費 491,171,398

        その他 -

        その他 43,476,281

      物件費等 1,117,728,271

        物件費 607,161,920

        職員給与費 676,427,742

        賞与等引当金繰入額 47,120,859

        退職手当引当金繰入額 43,655,231

  経常費用 3,153,866,164

    業務費用 1,973,099,261

      人件費 810,680,113

行政コスト計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2年3月31日

科目名 金額



【様式第3号】

自治体名：川北町

会計：一般会計等 （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 9,184,363,166 13,919,442,167 -4,735,079,001

  純行政コスト（△） -2,842,386,354 -2,842,386,354

  財源 2,932,633,574 2,932,633,574

    税収等 2,500,592,827 2,500,592,827

    国県等補助金 432,040,747 432,040,747

  本年度差額 90,247,220 90,247,220

  固定資産等の変動（内部変動） -8,681,353 8,681,353

    有形固定資産等の増加 601,142,685 -601,142,685

    有形固定資産等の減少 -624,695,316 624,695,316

    貸付金・基金等の増加 14,871,278 -14,871,278

    貸付金・基金等の減少 - -

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 - -

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 90,247,220 -8,681,353 98,928,573

本年度末純資産残高 9,274,610,386 13,910,760,814 -4,636,150,428

純資産変動計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2年3月31日



【様式第4号】

自治体名：川北町

会計：一般会計等 （単位：円）

前年度末歳計外現金残高 63,116,886

本年度歳計外現金増減額 3,332,136

本年度末歳計外現金残高 66,449,022

本年度末現金預金残高 116,870,148

    その他の収入 -

財務活動収支 -8,252,205

本年度資金収支額 -56,727,249

前年度末資金残高 107,148,375

本年度末資金残高 50,421,126

  財務活動支出 413,652,205

    地方債償還支出 413,652,205

    その他の支出 -

  財務活動収入 405,400,000

    地方債発行収入 405,400,000

    貸付金元金回収収入 -

    資産売却収入 960,180

    その他の収入 -

投資活動収支 -348,145,179

【財務活動収支】

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 120,963,180

    国県等補助金収入 120,003,000

    基金取崩収入 -

【投資活動収支】

  投資活動支出 469,108,359

    公共施設等整備費支出 467,618,767

    基金積立金支出 1,489,592

    投資及び出資金支出 -

  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 299,670,135

  業務収入 2,980,985,957

    税収等収入 2,500,364,078

    国県等補助金収入 312,037,747

    使用料及び手数料収入 128,156,070

    その他の収入 40,428,062

    移転費用支出 1,180,766,903

      補助金等支出 609,786,651

      社会保障給付支出 341,128,905

      他会計への繰出支出 229,716,047

      その他の支出 135,300

    業務費用支出 1,500,548,919

      人件費支出 831,582,553

      物件費等支出 626,556,873

      支払利息支出 29,941,866

      その他の支出 12,467,627

資金収支計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 2,681,315,822


