
【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 14,512,819,809   固定負債 5,966,677,984

    有形固定資産 13,507,937,359     地方債等 5,229,431,865

      事業用資産 9,714,988,666     長期未払金 -

        土地 2,093,380,306     退職手当引当金 586,679,621

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 -     その他 150,566,498

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 1,586,554,853

        建物 14,520,134,131     １年内償還予定地方債等 1,401,508,758

        建物減価償却累計額 -7,258,280,033     未払金 42,034,093

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 952,084,544     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -592,341,868     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 73,218,886

        船舶 58,705     預り金 67,337,475

        船舶減価償却累計額 -58,705     その他 2,455,641

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 7,553,232,837

        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 16,236,642,969

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -5,835,844,856

        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 180,210

        その他減価償却累計額 -168,624

        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 1,155,166,159

      物品減価償却累計額 -647,798,109

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 11,375,050

      ソフトウェア 9,523,008

      その他 1,852,042

    投資その他の資産 993,507,400

      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 15,185,343

      長期貸付金 97,231,250

      基金 703,843,279

        減債基金 -

        その他 703,843,279

      その他 167,501,083

      徴収不能引当金 -1,073,575

  流動資産 3,441,211,141

    現金預金 566,739,013

    未収金 111,658,080

    短期貸付金 -

    基金 1,723,823,160

      財政調整基金 1,718,406,774

      減債基金 5,416,386

    棚卸資産 1,039,200,173

    その他 -

    徴収不能引当金 -209,285

  繰延資産 - 純資産合計 10,400,798,113

資産合計 17,954,030,950 負債及び純資産合計 17,954,030,950

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：連結会計 （単位：円）

    その他 251,531,979

純行政コスト 4,932,545,193

    その他 -

  臨時利益 252,492,159

    資産売却益 960,180

    資産除売却損 4,603,321

    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 5,180,434,031

  臨時損失 4,603,321

    災害復旧事業費 -

  経常収益 2,867,957,165

    使用料及び手数料 746,581,387

    その他 2,121,375,778

      社会保障給付 341,128,905

      他会計への繰出金 88,624,000

      その他 1,513,857,052

        その他 81,856,512

    移転費用 3,180,540,297

      補助金等 1,236,930,340

      その他の業務費用 138,145,522

        支払利息 54,878,609

        徴収不能引当金繰入額 1,410,401

        維持補修費 37,022,513

        減価償却費 615,884,300

        その他 1,730,793,791

        その他 124,557,141

      物件費等 3,474,543,819

        物件費 1,090,843,215

        職員給与費 1,007,081,941

        賞与等引当金繰入額 72,122,986

        退職手当引当金繰入額 51,399,490

  経常費用 8,048,391,196

    業務費用 4,867,850,899

      人件費 1,255,161,558

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：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 10,076,695,274 16,318,005,937 -6,241,310,663 -

  純行政コスト（△） -4,932,545,193 -4,932,545,193 -

  財源 5,260,375,232 5,260,375,232 -

    税収等 3,686,358,938 3,686,358,938 -

    国県等補助金 1,574,016,294 1,574,016,294 -

  本年度差額 327,830,039 327,830,039 -

  固定資産等の変動（内部変動） -59,149,503 59,149,503

    有形固定資産等の増加 679,283,694 -679,283,694

    有形固定資産等の減少 -754,711,502 754,711,502

    貸付金・基金等の増加 20,823,611 -20,823,611

    貸付金・基金等の減少 -4,545,306 4,545,306

  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 -3,727,770 -12,214,561 8,486,791 -

  その他 570 -9,998,904 9,999,474

  本年度純資産変動額 324,102,839 -81,362,968 405,465,807 -

本年度末純資産残高 10,400,798,113 16,236,642,969 -5,835,844,856 -

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：連結会計 （単位：円）

本年度末資金残高 499,548,797

前年度末歳計外現金残高 63,859,474

本年度歳計外現金増減額 3,330,742

本年度末歳計外現金残高 67,190,216

本年度末現金預金残高 566,739,013

    その他の収入 15,183,280

財務活動収支 -1,858,686,059

本年度資金収支額 -17,532,428

前年度末資金残高 517,200,735

比例連結割合変更に伴う差額 -119,510

  財務活動支出 2,337,261,339

    地方債等償還支出 2,337,261,339

    その他の支出 -

  財務活動収入 478,575,280

    地方債等発行収入 463,392,000

    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 -425,670,544

【財務活動収支】

    貸付金支出 656,250

    その他の支出 -

  投資活動収入 124,508,088

    国県等補助金収入 123,541,908

    基金取崩収入 6,000

【投資活動収支】

  投資活動支出 550,178,632

    公共施設等整備費支出 545,285,976

    基金積立金支出 4,236,406

    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 2,266,824,175

  業務収入 7,993,525,572

    税収等収入 3,667,343,806

    国県等補助金収入 1,453,334,484

    使用料及び手数料収入 743,624,093

    その他の収入 2,129,223,189

    移転費用支出 3,180,173,360

      補助金等支出 1,236,881,001

      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 1,513,539,454

    業務費用支出 2,546,528,037

      人件費支出 1,268,231,698

      物件費等支出 1,128,821,360

      支払利息支出 43,394,928

      その他の支出 106,080,051

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 5,726,701,397


