
【様式第1号】

自治体名：川北町

会計：全体会計 （単位：円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 12,869,009,158   固定負債 4,774,448,515

    有形固定資産 12,090,444,910     地方債等 4,321,083,290

      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

        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 587,134,220

        建物 12,566,630,545     １年内償還予定地方債等 465,149,341

        建物減価償却累計額 -6,544,993,230     未払金 2,335,803

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 397,718,872     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -17,267,616     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 54,851,224

        船舶 -     預り金 64,797,852

        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 5,361,582,735

        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 14,476,128,013

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -5,085,747,272

        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 49,349,000

      インフラ資産 3,574,306,835

        土地 176,314,861

        土地減損損失累計額 -

        建物 1,278,128,400

        建物減価償却累計額 -907,470,947

        建物減損損失累計額 -

        工作物 5,552,250,347

        工作物減価償却累計額 -2,911,511,040

        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 -717,190,347

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 323,138,214

      物品 500,387,745

      物品減価償却累計額 -263,332,784

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 16,488,672

      ソフトウェア 15,588,672

      その他 900,000

    投資その他の資産 762,075,576

      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 12,442,739

      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 -731,837

  流動資産 1,882,954,318

    現金預金 268,159,865

    未収金 8,083,848

    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 -408,250

  繰延資産 - 純資産合計 9,390,380,741

資産合計 14,751,963,476 負債及び純資産合計 14,751,963,476

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：全体会計 （単位：円）

    その他 -

純行政コスト 4,707,160,925

    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 4,708,012,945

  臨時損失 -

    災害復旧事業費 -

  経常収益 251,107,409

    使用料及び手数料 142,370,038

    その他 108,737,371

      社会保障給付 347,520,182

      他会計への繰出金 48,368,000

      その他 625,552

        その他 17,963,199

    移転費用 2,675,110,303

      補助金等 2,278,596,569

      その他の業務費用 47,177,601

        支払利息 28,074,315

        徴収不能引当金繰入額 1,140,087

        維持補修費 29,540,075

        減価償却費 522,156,481

        その他 -

        その他 114,806,198

      物件費等 1,344,267,118

        物件費 792,570,562

        職員給与費 632,473,789

        賞与等引当金繰入額 54,851,224

        退職手当引当金繰入額 90,434,121

  経常費用 4,959,120,354

    業務費用 2,284,010,051

      人件費 892,565,332

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：全体会計 （単位：円）

固定資産 
等形成分

余剰分 
(不足分)

他団体出資等分

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

  純行政コスト（△） -4,707,160,925 -4,707,160,925 -

  財源 4,752,297,537 4,752,297,537 -

    税収等 2,848,378,131 2,848,378,131 -

    国県等補助金 1,903,919,406 1,903,919,406 -

  本年度差額 45,136,612 45,136,612 -

  固定資産等の変動（内部変動） 162,420,215 -162,420,215

    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 -753,731,748 753,731,748

    貸付金・基金等の増加 3,893,645 -3,893,645

    貸付金・基金等の減少 -95,974,863 95,974,863

  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 45,136,612 162,420,215 -117,283,603 -

本年度末純資産残高 9,390,380,741 14,476,128,013 -5,085,747,272 -

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：全体会計 （単位：円）

本年度末資金残高 203,362,013

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 268,159,865

    その他の収入 -

財務活動収支 122,454,355

本年度資金収支額 27,321,309

前年度末資金残高 176,040,704

比例連結割合変更に伴う差額 -

  財務活動支出 455,945,645

    地方債等償還支出 455,945,645

    その他の支出 -

  財務活動収入 578,400,000

    地方債等発行収入 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 361,375,253

  業務収入 4,772,526,662

    税収等収入 2,847,508,920

    国県等補助金収入 1,674,197,696

    使用料及び手数料収入 142,370,038

    その他の収入 108,450,008

    移転費用支出 2,675,110,303

      補助金等支出 2,278,596,569

      社会保障給付支出 347,520,182

      他会計への繰出支出 48,368,000

      その他の支出 625,552

    業務費用支出 1,736,041,106

      人件費支出 868,727,479

      物件費等支出 822,362,936

      支払利息支出 28,074,315

      その他の支出 16,876,376

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 4,411,151,409


