
【様式第1号】

自治体名：川北町

会計：連結会計 （単位：円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 14,675,729,789   固定負債 5,973,892,572

    有形固定資産 13,690,875,126     地方債等 5,207,799,962

      事業用資産 9,611,919,472     長期未払金 -

        土地 2,095,819,324     退職手当引当金 609,054,303

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 -     その他 157,038,307

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 1,699,583,806

        建物 14,558,252,885     １年内償還予定地方債等 1,480,569,103

        建物減価償却累計額 -7,588,051,203     未払金 68,979,265

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 1,108,090,870     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -612,143,505     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 81,948,308

        船舶 58,705     預り金 65,522,189

        船舶減価償却累計額 -58,705     その他 2,564,941

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 7,673,476,378

        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 16,331,218,952

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -5,867,342,516

        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 179,881

        その他減価償却累計額 -171,925

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 49,943,145

      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 1,218,190,504

      物品減価償却累計額 -713,541,685

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 16,540,714

      ソフトウェア 15,588,672

      その他 952,042

    投資その他の資産 968,313,949

      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 12,457,046

      長期貸付金 97,668,750

      基金 680,767,709

        減債基金 -

        その他 680,767,709

      その他 167,476,293

      徴収不能引当金 -875,869

  流動資産 3,461,623,025

    現金預金 614,364,161

    未収金 153,296,488

    短期貸付金 -

    基金 1,655,489,163

      財政調整基金 1,650,067,876

      減債基金 5,421,287

    棚卸資産 1,038,882,173

    その他 -

    徴収不能引当金 -408,960

  繰延資産 - 純資産合計 10,463,876,436

資産合計 18,137,352,814 負債及び純資産合計 18,137,352,814

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：連結会計 （単位：円）

    その他 5,568,000

純行政コスト 6,074,089,714

    その他 -

  臨時利益 6,420,020

    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 6,080,509,734

  臨時損失 -

    災害復旧事業費 -

  経常収益 955,257,146

    使用料及び手数料 715,124,034

    その他 240,133,112

      社会保障給付 347,520,182

      他会計への繰出金 48,368,000

      その他 1,440,411,757

        その他 72,140,928

    移転費用 3,729,126,873

      補助金等 1,892,826,934

      その他の業務費用 112,074,288

        支払利息 38,389,757

        徴収不能引当金繰入額 1,543,603

        維持補修費 49,281,597

        減価償却費 636,335,066

        その他 6,930,328

        その他 173,804,192

      物件費等 1,859,471,115

        物件費 1,166,924,124

        職員給与費 983,503,998

        賞与等引当金繰入額 80,397,668

        退職手当引当金繰入額 97,388,746

  経常費用 7,035,766,880

    業務費用 3,306,640,007

      人件費 1,335,094,604

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：連結会計 （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 10,400,798,113 16,236,642,969 -5,835,844,856 -

  純行政コスト（△） -6,074,089,714 -6,074,089,714 -

  財源 6,138,658,572 6,138,658,572 -

    税収等 3,673,374,230 3,673,374,230 -

    国県等補助金 2,465,284,342 2,465,284,342 -

  本年度差額 64,568,858 64,568,858 -

  固定資産等の変動（内部変動） 95,830,977 -95,830,977

    有形固定資産等の増加 1,057,046,025 -1,057,046,025

    有形固定資産等の減少 -868,610,145 868,610,145

    貸付金・基金等の増加 11,983,369 -11,983,369

    貸付金・基金等の減少 -104,588,272 104,588,272

  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 -1,490,024 -1,254,994 -235,030 -

  その他 -511 - -511

  本年度純資産変動額 63,078,323 94,575,983 -31,497,660 -

本年度末純資産残高 10,463,876,436 16,331,218,952 -5,867,342,516 -

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：連結会計 （単位：円）

本年度末資金残高 548,957,067

前年度末歳計外現金残高 67,190,216

本年度歳計外現金増減額 -1,783,122

本年度末歳計外現金残高 65,407,094

本年度末現金預金残高 614,364,161

    その他の収入 17,215,450

財務活動収支 74,643,892

本年度資金収支額 49,668,584

前年度末資金残高 499,548,797

比例連結割合変更に伴う差額 -260,314

  財務活動支出 1,477,362,758

    地方債等償還支出 1,477,362,758

    その他の支出 -

  財務活動収入 1,552,006,650

    地方債等発行収入 1,534,791,200

    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 -494,696,938

【財務活動収支】

    貸付金支出 700,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 338,095,719

    国県等補助金収入 242,268,260

    基金取崩収入 94,975,439

【投資活動収支】

  投資活動支出 832,792,657

    公共施設等整備費支出 825,470,758

    基金積立金支出 6,621,899

    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 469,721,630

  業務収入 6,805,070,255

    税収等収入 3,652,064,348

    国県等補助金収入 2,235,235,837

    使用料及び手数料収入 677,297,673

    その他の収入 240,472,397

    移転費用支出 3,729,050,280

      補助金等支出 1,892,778,171

      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 1,440,383,927

    業務費用支出 2,606,298,345

      人件費支出 1,302,647,431

      物件費等支出 1,196,199,750

      支払利息支出 38,389,757

      その他の支出 69,061,407

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 6,335,348,625


