
【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 12,637,211,155   固定負債 4,720,259,243

    有形固定資産 11,841,109,141     地方債等 4,283,686,631

      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

        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 496,934,753

        建物 12,532,984,845     １年内償還予定地方債等 380,091,645

        建物減価償却累計額 -6,262,618,129     未払金 2,588,102

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 241,661,872     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -6,915,484     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 47,805,984

        船舶 -     預り金 66,449,022

        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 5,217,193,996

        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 14,313,707,798

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -4,968,463,669

        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 -

      インフラ資産 3,285,580,643

        土地 128,947,034

        土地減損損失累計額 -

        建物 1,278,128,400

        建物減価償却累計額 -874,795,886

        建物減損損失累計額 -

        工作物 5,335,898,707

        工作物減価償却累計額 -2,777,303,617

        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 -684,244,009

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 98,302,667

      物品 460,576,545

      物品減価償却累計額 -237,806,694

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 11,323,008

      ソフトウェア 9,523,008

      その他 1,800,000

    投資その他の資産 784,779,006

      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 15,172,681

      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 -929,896

  流動資産 1,925,226,970

    現金預金 242,489,726

    未収金 6,449,119

    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 -208,518

  繰延資産 - 純資産合計 9,345,244,129

資産合計 14,562,438,125 負債及び純資産合計 14,562,438,125

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：全体会計 （単位：円）

    その他 141,847,000

純行政コスト 3,780,773,119

    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 3,923,580,299

  臨時損失 -

    災害復旧事業費 -

  経常収益 236,769,939

    使用料及び手数料 166,591,710

    その他 70,178,229

      社会保障給付 341,128,905

      他会計への繰出金 88,624,000

      その他 180,600

        その他 28,531,266

    移転費用 2,042,186,863

      補助金等 1,612,253,358

      その他の業務費用 61,611,304

        支払利息 31,941,624

        徴収不能引当金繰入額 1,138,414

        維持補修費 19,394,953

        減価償却費 508,817,105

        その他 -

        その他 44,795,877

      物件費等 1,234,067,570

        物件費 705,855,512

        職員給与費 685,883,409

        賞与等引当金繰入額 48,149,984

        退職手当引当金繰入額 43,655,231

  経常費用 4,160,350,238

    業務費用 2,118,163,375

      人件費 822,484,501

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：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 9,263,629,811 14,333,685,744 -5,070,055,933 -

  純行政コスト（△） -3,780,773,119 -3,780,773,119 -

  財源 3,862,387,437 3,862,387,437 -

    税収等 2,881,923,098 2,881,923,098 -

    国県等補助金 980,464,339 980,464,339 -

  本年度差額 81,614,318 81,614,318 -

  固定資産等の変動（内部変動） -19,977,946 19,977,946

    有形固定資産等の増加 608,142,685 -608,142,685

    有形固定資産等の減少 -642,341,023 642,341,023

    貸付金・基金等の増加 14,877,275 -14,877,275

    貸付金・基金等の減少 -656,883 656,883

  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 - - - -

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 81,614,318 -19,977,946 101,592,264 -

本年度末純資産残高 9,345,244,129 14,313,707,798 -4,968,463,669 -

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：全体会計 （単位：円）

本年度末資金残高 176,040,704

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 242,489,726

    その他の収入 -

財務活動収支 -8,252,205

本年度資金収支額 -56,951,682

前年度末資金残高 232,992,386

比例連結割合変更に伴う差額 -

  財務活動支出 413,652,205

    地方債等償還支出 413,652,205

    その他の支出 -

  財務活動収入 405,400,000

    地方債等発行収入 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 -355,145,179

【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 476,108,359

    公共施設等整備費支出 474,618,767

    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 306,445,702

  業務収入 3,979,947,511

    税収等収入 2,883,058,997

    国県等補助金収入 860,461,339

    使用料及び手数料収入 166,526,610

    その他の収入 69,900,565

    移転費用支出 2,042,186,863

      補助金等支出 1,612,253,358

      社会保障給付支出 341,128,905

      他会計への繰出支出 88,624,000

      その他の支出 180,600

    業務費用支出 1,631,314,946

      人件費支出 843,327,137

      物件費等支出 728,832,865

      支払利息支出 31,941,624

      その他の支出 27,213,320

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 3,673,501,809


