
【様式第1号】

自治体名：川北町

会計：一般会計等 （単位：円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 12,484,484,892   固定負債 4,315,648,515

    有形固定資産 11,709,258,251     地方債 3,862,283,290

      事業用資産 8,279,083,114     長期未払金 -

        土地 1,827,645,543     退職手当引当金 453,365,225

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 12,566,630,545     その他 -

        建物減価償却累計額 -6,544,993,230   流動負債 584,230,568

        工作物 397,718,872     １年内償還予定地方債 465,149,341

        工作物減価償却累計額 -17,267,616     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 54,283,375

        航空機 -     預り金 64,797,852

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 4,899,879,083

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 49,349,000   固定資産等形成分 14,091,603,747

      インフラ資産 3,322,931,730   余剰分（不足分） -4,766,579,573

        土地 169,314,861

        建物 1,278,128,400

        建物減価償却累計額 -907,470,947

        工作物 5,283,751,928

        工作物減価償却累計額 -2,887,387,726

        その他 780,647,347

        その他減価償却累計額 -717,190,347

        建設仮勘定 323,138,214

      物品 334,076,964

      物品減価償却累計額 -226,833,557

    無形固定資産 15,588,672

      ソフトウェア 15,588,672

      その他 -

    投資その他の資産 759,637,969

      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 9,925,737

      長期貸付金 95,000,000

      基金 608,331,374

        減債基金 -

        その他 608,331,374

      その他 -

      徴収不能引当金 -652,442

  流動資産 1,740,418,365

    現金預金 130,284,737

    未収金 3,359,458

    短期貸付金 -

    基金 1,607,118,855

      財政調整基金 1,601,697,568

      減債基金 5,421,287

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -344,685 純資産合計 9,325,024,174

資産合計 14,224,903,257 負債及び純資産合計 14,224,903,257

貸借対照表
（令和3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 -

純行政コスト 3,806,328,433

    その他 -

  臨時利益 852,020

    資産売却益 852,020

    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 3,807,180,453

  臨時損失 -

    災害復旧事業費 -

  経常収益 181,814,368

    使用料及び手数料 104,039,838

    その他 77,774,530

      社会保障給付 347,520,182

      他会計への繰出金 198,276,475

      その他 625,552

        その他 13,072,520

    移転費用 1,841,583,320

      補助金等 1,295,161,111

      その他の業務費用 40,138,726

        支払利息 26,069,079

        徴収不能引当金繰入額 997,127

        維持補修費 29,540,075

        減価償却費 504,510,774

        その他 -

        その他 113,465,701

      物件費等 1,226,556,906

        物件費 692,506,057

        職員給与費 622,532,672

        賞与等引当金繰入額 54,283,375

        退職手当引当金繰入額 90,434,121

  経常費用 3,988,994,821

    業務費用 2,147,411,501

      人件費 880,715,869

行政コスト計算書
自　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日

科目 金額



【様式第3号】

自治体名：川北町

会計：一般会計等 （単位：円）

固定資産 
等形成分

余剰分 
(不足分)

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

  純行政コスト（△） -3,806,328,433 -3,806,328,433

  財源 3,856,742,221 3,856,742,221

    税収等 2,473,783,393 2,473,783,393

    国県等補助金 1,382,958,828 1,382,958,828

  本年度差額 50,413,788 50,413,788

  固定資産等の変動（内部変動） 180,842,933 -180,842,933

    有形固定資産等の増加 1,008,233,181 -1,008,233,181

    有形固定資産等の減少 -736,086,041 736,086,041

    貸付金・基金等の増加 3,893,645 -3,893,645

    貸付金・基金等の減少 -95,197,852 95,197,852

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 - -

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 50,413,788 180,842,933 -130,429,145

本年度末純資産残高 9,325,024,174 14,091,603,747 -4,766,579,573

純資産変動計算書
自　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日

科目 合計



【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 66,449,022

本年度歳計外現金増減額 -1,651,170

本年度末歳計外現金残高 64,797,852

本年度末現金預金残高 130,284,737

    その他の収入 -

財務活動収支 122,454,355

本年度資金収支額 15,065,759

前年度末資金残高 50,421,126

本年度末資金残高 65,486,885

  財務活動支出 455,945,645

    地方債償還支出 455,945,645

    その他の支出 -

  財務活動収入 578,400,000

    地方債発行収入 578,400,000

    貸付金元金回収収入 -

    資産売却収入 852,020

    その他の収入 -

投資活動収支 -456,508,299

【財務活動収支】

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 324,016,710

    国県等補助金収入 229,721,710

    基金取崩収入 93,442,980

【投資活動収支】

  投資活動支出 780,525,009

    公共施設等整備費支出 776,657,914

    基金積立金支出 3,867,095

    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 349,119,703

  業務収入 3,807,587,025

    税収等収入 2,472,692,032

    国県等補助金収入 1,153,237,118

    使用料及び手数料収入 104,039,838

    その他の収入 77,618,037

    移転費用支出 1,841,583,320

      補助金等支出 1,295,161,111

      社会保障給付支出 347,520,182

      他会計への繰出支出 198,276,475

      その他の支出 625,552

    業務費用支出 1,616,884,002

      人件費支出 856,760,740

      物件費等支出 722,046,132

      支払利息支出 26,069,079

      その他の支出 12,008,051

資金収支計算書
自　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日

科目 金額

【業務活動収支】

  業務支出 3,458,467,322


