
【様式第1号】

自治体名：川本町

会計：連結会計 （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 25,749,619,244   固定負債 6,803,640,703

    有形固定資産 24,551,650,582     地方債等 5,977,256,854

      事業用資産 7,456,939,419     長期未払金 -

        土地 1,467,594,965     退職手当引当金 739,329,632

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

        建物 14,496,739,664     その他 87,054,217

        建物減価償却累計額 -9,968,835,943   流動負債 656,334,962

        工作物 1,342,567,095     １年内償還予定地方債等 582,130,291

        工作物減価償却累計額 -733,073,117     未払金 15,954,081

        船舶 169,742     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -169,741     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 55,986,290

        航空機 -     預り金 773,870

        航空機減価償却累計額 -     その他 1,490,430

        その他 14,395,688 負債合計 7,459,975,665

        その他減価償却累計額 -11,697,959 【純資産の部】

        建設仮勘定 357,201,525   固定資産等形成分 27,284,985,608

      インフラ資産 16,934,612,425   余剰分（不足分） -6,883,891,707

        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 731,383,302

      物品減価償却累計額 -571,284,564

    無形固定資産 8,513,361

      ソフトウェア 7,790,346

      その他 723,015

    投資その他の資産 1,189,455,301

      投資及び出資金 149,435,293

        有価証券 1,922,855

        出資金 147,512,438

        その他 -

      長期延滞債権 27,782,487

      長期貸付金 4,000,000

      基金 1,005,975,983

        減債基金 -

        その他 1,005,975,983

      その他 4,761,815

      徴収不能引当金 -2,500,277

  流動資産 2,111,450,322

    現金預金 489,838,087

    未収金 72,054,801

    短期貸付金 4,000,000

    基金 1,531,366,364

      財政調整基金 625,461,364

      減債基金 905,905,000

    棚卸資産 4,429,059

    その他 10,468,248

    徴収不能引当金 -706,237

  繰延資産 - 純資産合計 20,401,093,901

資産合計 27,861,069,566 負債及び純資産合計 27,861,069,566

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：連結会計 （単位：円）

    資産売却益 2,867,954

    その他 -

純行政コスト 5,657,287,096

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 5,891,308

  臨時利益 2,867,954

  臨時損失 61,506,409

    災害復旧事業費 29,823,620

    資産除売却損 25,791,481

    使用料及び手数料 455,958,484

    その他 318,195,603

純経常行政コスト 5,598,648,641

      社会保障給付 1,102,382,638

      その他 5,490,364

  経常収益 774,154,087

        その他 74,015,646

    移転費用 2,776,848,055

      補助金等 1,668,975,053

      その他の業務費用 111,076,269

        支払利息 34,247,011

        徴収不能引当金繰入額 2,813,612

        維持補修費 414,895,304

        減価償却費 1,198,789,418

        その他 373

        その他 120,031,587

      物件費等 2,537,546,848

        物件費 923,861,753

        職員給与費 761,837,013

        賞与等引当金繰入額 55,986,290

        退職手当引当金繰入額 9,476,666

  経常費用 6,372,802,728

    業務費用 3,595,954,673

      人件費 947,331,556

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：連結会計 （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 20,935,376,773 27,545,220,628 -6,609,843,855 -

  純行政コスト（△） -5,657,287,096 -5,657,287,096 -

  財源 5,296,270,332 5,296,270,332 -

    税収等 3,318,582,133 3,318,582,133 -

    国県等補助金 1,977,688,199 1,977,688,199 -

  本年度差額 -361,016,764 -361,016,764 -

  固定資産等の変動（内部変動） -72,415,162 72,415,162

    有形固定資産等の増加 1,060,762,074 -1,060,762,074

    有形固定資産等の減少 -1,204,354,713 1,204,354,713

    貸付金・基金等の増加 261,703,021 -261,703,021

    貸付金・基金等の減少 -190,525,544 190,525,544

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -227,026,548 -227,026,548

  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 53,760,002 30,288,340 23,471,662 -

  その他 438 8,918,350 -8,917,912

  本年度純資産変動額 -534,282,872 -260,235,020 -274,047,852 -

本年度末純資産残高 20,401,093,901 27,284,985,608 -6,883,891,707 -

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：連結会計 （単位：円）

前年度末歳計外現金残高 812,628

本年度歳計外現金増減額 -43,349

本年度末歳計外現金残高 769,279

本年度末現金預金残高 489,838,087

財務活動収支 369,955,981

本年度資金収支額 32,083,121

前年度末資金残高 414,313,003

比例連結割合変更に伴う差額 42,672,684

本年度末資金残高 489,068,808

    地方債等償還支出 589,067,708

    その他の支出 957,031

  財務活動収入 959,980,720

    地方債等発行収入 959,979,800

    その他の収入 920

    資産売却収入 5,962,908

    その他の収入 10,884,312

投資活動収支 -744,600,189

【財務活動収支】

  財務活動支出 590,024,739

    その他の支出 -

  投資活動収入 521,570,097

    国県等補助金収入 363,385,603

    基金取崩収入 135,167,274

    貸付金元金回収収入 6,170,000

  投資活動支出 1,266,170,286

    公共施設等整備費支出 1,056,079,328

    基金積立金支出 205,090,958

    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 5,891,308

  臨時収入 85,871,940

業務活動収支 406,727,329

【投資活動収支】

    税収等収入 3,256,020,214

    国県等補助金収入 1,533,666,563

    使用料及び手数料収入 464,493,441

    その他の収入 268,042,045

  臨時支出 35,714,928

    移転費用支出 2,776,771,985

      補助金等支出 1,668,975,053

      社会保障給付支出 1,102,382,638

      その他の支出 5,414,294

  業務収入 5,522,222,263

    業務費用支出 2,388,879,961

      人件費支出 931,032,704

      物件費等支出 1,361,199,932

      支払利息支出 34,247,011

      その他の支出 62,400,314

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 5,165,651,946


