
【様式第1号】

自治体名：川本町

会計：一般会計等 （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 22,201,117,354   固定負債 5,018,842,690

    有形固定資産 21,283,337,880     地方債 4,413,559,676

      事業用資産 7,060,022,324     長期未払金 -

        土地 1,445,586,187     退職手当引当金 605,283,014

        立木竹 492,047,500     損失補償等引当金 -

        建物 12,799,938,521     その他 -

        建物減価償却累計額 -8,621,073,152   流動負債 500,294,535

        工作物 1,251,926,267     １年内償還予定地方債 467,137,498

        工作物減価償却累計額 -660,170,289     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 32,887,027

        航空機 -     預り金 229,110

        航空機減価償却累計額 -     その他 40,900

        その他 - 負債合計 5,519,137,225

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 351,767,290   固定資産等形成分 23,711,031,354

      インフラ資産 14,136,759,484   余剰分（不足分） -5,453,482,254

        土地 103,367,496

        建物 170,278,666

        建物減価償却累計額 -127,239,857

        工作物 33,055,277,947

        工作物減価償却累計額 -19,220,094,868

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 155,170,100

      物品 408,636,145

      物品減価償却累計額 -322,080,073

    無形固定資産 5,938,736

      ソフトウェア 5,938,736

      その他 -

    投資その他の資産 911,840,738

      投資及び出資金 147,712,438

        有価証券 200,000

        出資金 147,512,438

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 21,249,981

      長期貸付金 4,000,000

      基金 741,055,000

        減債基金 -

        その他 741,055,000

      その他 -

      徴収不能引当金 -2,176,681

  流動資産 1,575,568,971

    現金預金 53,447,472

    未収金 12,726,976

    短期貸付金 4,000,000

    基金 1,505,914,000

      財政調整基金 612,285,000

      減債基金 893,629,000

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -519,477 純資産合計 18,257,549,100

資産合計 23,776,686,325 負債及び純資産合計 23,776,686,325

貸借対照表
（令和2年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：川本町

会計：一般会計等 （単位：円）

    その他 -

純行政コスト 3,671,326,932

    その他 -

  臨時利益 2,674,484

    資産売却益 2,674,484

    資産除売却損 23,870,721

    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 3,620,307,075

  臨時損失 53,694,341

    災害復旧事業費 29,823,620

  経常収益 390,695,798

    使用料及び手数料 89,033,168

    その他 301,662,630

      社会保障給付 490,104,980

      他会計への繰出金 231,647,107

      その他 1,429,823

        その他 38,001,472

    移転費用 1,690,226,131

      補助金等 967,044,221

      その他の業務費用 54,016,528

        支払利息 13,668,537

        徴収不能引当金繰入額 2,346,519

        維持補修費 116,720,479

        減価償却費 1,013,243,348

        その他 -

        その他 118,844,248

      物件費等 1,714,693,874

        物件費 584,730,047

        職員給与費 400,335,065

        賞与等引当金繰入額 32,887,027

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 4,011,002,873

    業務費用 2,320,776,742

      人件費 552,066,340

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：川本町

会計：一般会計等 （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 18,817,272,598 23,936,019,453 -5,118,746,855

  純行政コスト（△） -3,671,326,932 -3,671,326,932

  財源 3,337,677,262 3,337,677,262

    税収等 2,510,320,505 2,510,320,505

    国県等補助金 827,356,757 827,356,757

  本年度差額 -333,649,670 -333,649,670

  固定資産等の変動（内部変動） 1,085,729 -1,085,729

    有形固定資産等の増加 940,359,244 -940,359,244

    有形固定資産等の減少 -1,017,933,323 1,017,933,323

    貸付金・基金等の増加 215,286,288 -215,286,288

    貸付金・基金等の減少 -136,626,480 136,626,480

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -226,074,266 -226,074,266

  その他 438 438 -

  本年度純資産変動額 -559,723,498 -224,988,099 -334,735,399

本年度末純資産残高 18,257,549,100 23,711,031,354 -5,453,482,254

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：川本町

会計：一般会計等 （単位：円）

前年度末歳計外現金残高 409,389

本年度歳計外現金増減額 -180,279

本年度末歳計外現金残高 229,110

本年度末現金預金残高 53,447,472

    その他の収入 920

財務活動収支 392,732,794

本年度資金収支額 -18,527,908

前年度末資金残高 71,746,270

本年度末資金残高 53,218,362

  財務活動支出 461,227,126

    地方債償還支出 461,227,126

    その他の支出 -

  財務活動収入 853,959,920

    地方債発行収入 853,959,000

    貸付金元金回収収入 6,170,000

    資産売却収入 5,769,438

    その他の収入 419,000

投資活動収支 -676,697,718

【財務活動収支】

    貸付金支出 5,000,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 430,710,526

    国県等補助金収入 332,327,088

    基金取崩収入 86,025,000

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,107,408,244

    公共施設等整備費支出 940,359,244

    基金積立金支出 162,049,000

    投資及び出資金支出 -

  臨時支出 29,823,620

    災害復旧事業費支出 29,823,620

    その他の支出 -

  臨時収入 17,240,940

業務活動収支 265,437,016

  業務収入 3,283,538,050

    税収等収入 2,476,207,453

    国県等補助金収入 478,121,749

    使用料及び手数料収入 89,995,338

    その他の収入 239,213,510

    移転費用支出 1,690,226,131

      補助金等支出 967,044,221

      社会保障給付支出 490,104,980

      他会計への繰出支出 231,647,107

      その他の支出 1,429,823

    業務費用支出 1,315,292,223

      人件費支出 551,199,321

      物件費等支出 723,726,226

      支払利息支出 13,668,537

      その他の支出 26,698,139

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 3,005,518,354


