
【様式第1号】

自治体名：川本町

会計：全体会計 （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 25,144,883,333   固定負債 6,472,152,002

    有形固定資産 24,086,815,461     地方債等 5,796,762,677

      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 675,389,325

        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 588,572,450

        工作物 1,251,926,267     １年内償還予定地方債等 552,366,982

        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 35,814,918

        航空機 -     預り金 229,110

        航空機減価償却累計額 -     その他 161,440

        その他 - 負債合計 7,060,724,452

        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 26,667,073,333

      インフラ資産 16,934,612,425   余剰分（不足分） -6,982,307,381

        土地 106,365,191   他団体出資等分 -

        建物 356,695,997

        建物減価償却累計額 -192,147,487

        工作物 38,493,030,117

        工作物減価償却累計額 -21,990,101,493

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 160,770,100

      物品 415,666,945

      物品減価償却累計額 -323,486,233

    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 1,052,129,136

      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 -

      長期延滞債権 27,773,162

      長期貸付金 4,000,000

      基金 875,142,000

        減債基金 -

        その他 875,142,000

      その他 -

      徴収不能引当金 -2,498,464

  流動資産 1,600,607,071

    現金預金 59,123,310

    未収金 15,625,115

    短期貸付金 4,000,000

    基金 1,518,190,000

      財政調整基金 612,285,000

      減債基金 905,905,000

    棚卸資産 -

    その他 4,253,320

    徴収不能引当金 -584,674

  繰延資産 - 純資産合計 19,684,765,952

資産合計 26,745,490,404 負債及び純資産合計 26,745,490,404

連結貸借対照表
（令和2年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：川本町

会計：全体会計 （単位：円）

    資産売却益 2,674,484

    その他 -

純行政コスト 4,337,176,123

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 2,674,484

  臨時損失 54,739,781

    災害復旧事業費 29,823,620

    資産除売却損 24,916,161

    使用料及び手数料 178,879,886

    その他 311,998,506

純経常行政コスト 4,285,110,826

      社会保障給付 490,104,980

      その他 1,467,923

  経常収益 490,878,392

        その他 47,681,823

    移転費用 2,055,714,002

      補助金等 1,564,141,099

      その他の業務費用 81,121,844

        支払利息 30,732,917

        徴収不能引当金繰入額 2,707,104

        維持補修費 239,380,733

        減価償却費 1,153,554,670

        その他 -

        その他 119,086,047

      物件費等 2,043,546,675

        物件費 650,611,272

        職員給与費 431,386,514

        賞与等引当金繰入額 35,814,918

        退職手当引当金繰入額 9,319,218

  経常費用 4,775,989,218

    業務費用 2,720,275,216

      人件費 595,606,697

連結行政コスト計算書
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：全体会計 （単位：円）

科目名 合計 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 20,325,667,209 26,963,117,439 -6,637,450,230 -

  純行政コスト（△） -4,337,176,123 -4,337,176,123 -

  財源 3,922,348,694 3,922,348,694 -

    税収等 2,619,081,485 2,619,081,485 -

    国県等補助金 1,303,267,209 1,303,267,209 -

  本年度差額 -414,827,429 -414,827,429 -

  固定資産等の変動（内部変動） -69,970,278 69,970,278

    有形固定資産等の増加 1,031,271,564 -1,031,271,564

    有形固定資産等の減少 -1,158,244,645 1,158,244,645

    貸付金・基金等の増加 228,903,991 -228,903,991

    貸付金・基金等の減少 -171,901,188 171,901,188

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -226,074,266 -226,074,266

  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 438 438 -

  本年度純資産変動額 -640,901,257 -296,044,106 -344,857,151 -

本年度末純資産残高 19,684,765,952 26,667,073,333 -6,982,307,381 -

連結純資産変動計算書
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：全体会計 （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 59,123,310

財務活動収支 401,565,331

本年度資金収支額 -15,219,718

前年度末資金残高 74,113,918

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 58,894,200

    地方債等償還支出 547,294,589

    その他の支出 -

  財務活動収入 948,859,920

    地方債等発行収入 948,859,000

    その他の収入 920

    資産売却収入 5,769,438

    その他の収入 419,000

投資活動収支 -727,659,587

【財務活動収支】

  財務活動支出 547,294,589

    その他の支出 -

  投資活動収入 484,263,977

    国県等補助金収入 352,649,539

    基金取崩収入 119,256,000

    貸付金元金回収収入 6,170,000

  投資活動支出 1,211,923,564

    公共施設等整備費支出 1,031,271,564

    基金積立金支出 175,652,000

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 5,000,000

    災害復旧事業費支出 29,823,620

    その他の支出 -

  臨時収入 85,871,940

業務活動収支 310,874,538

【投資活動収支】

    税収等収入 2,563,896,041

    国県等補助金収入 865,078,750

    使用料及び手数料収入 180,154,790

    その他の収入 266,399,143

  臨時支出 29,823,620

    移転費用支出 2,055,714,002

      補助金等支出 1,564,141,099

      社会保障給付支出 490,104,980

      その他の支出 1,467,923

  業務収入 3,875,528,724

    業務費用支出 1,564,988,504

      人件費支出 585,165,946

      物件費等支出 913,313,145

      支払利息支出 30,732,917

      その他の支出 35,776,496

連結資金収支計算書
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 3,620,702,506


