
【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 22,076,573,085   固定負債 5,397,000,352

    有形固定資産 21,145,250,152     地方債 4,744,270,229

      事業用資産 7,260,670,519     長期未払金 -

        土地 1,443,243,636     退職手当引当金 652,730,123

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

        建物 13,562,990,032     その他 -

        建物減価償却累計額 -8,872,502,389   流動負債 514,775,716

        工作物 1,343,039,208     １年内償還予定地方債 476,078,606

        工作物減価償却累計額 -717,722,481     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 33,663,010

        航空機 -     預り金 5,017,858

        航空機減価償却累計額 -     その他 16,242

        その他 - 負債合計 5,911,776,068

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 9,575,013   固定資産等形成分 23,590,537,085

      インフラ資産 13,789,450,879   余剰分（不足分） -5,810,291,243

        土地 103,431,496

        建物 170,278,666

        建物減価償却累計額 -129,933,052

        工作物 33,492,926,317

        工作物減価償却累計額 -19,887,685,648

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 40,433,100

      物品 452,168,552

      物品減価償却累計額 -357,039,798

    無形固定資産 24,577,424

      ソフトウェア 24,577,424

      その他 -

    投資その他の資産 906,745,509

      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 25,672,727

      長期貸付金 6,000,000

      基金 729,681,000

        減債基金 -

        その他 729,681,000

      その他 -

      徴収不能引当金 -2,320,656

  流動資産 1,615,448,825

    現金預金 97,028,587

    未収金 4,907,397

    短期貸付金 1,000,000

    基金 1,512,964,000

      財政調整基金 614,585,000

      減債基金 898,379,000

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -451,159 純資産合計 17,780,245,842

資産合計 23,692,021,910 負債及び純資産合計 23,692,021,910

貸借対照表
（令和3年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：川本町

会計：一般会計等 （単位：円）

    その他 -

純行政コスト 4,515,605,603

    その他 -

  臨時利益 179,049

    資産売却益 179,049

    資産除売却損 548,450

    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 4,485,477,702

  臨時損失 30,306,950

    災害復旧事業費 29,758,500

  経常収益 214,726,776

    使用料及び手数料 115,864,111

    その他 98,862,665

      社会保障給付 484,130,978

      他会計への繰出金 236,358,213

      その他 685,212

        その他 25,254,179

    移転費用 2,216,934,309

      補助金等 1,495,759,906

      その他の業務費用 38,988,366

        支払利息 11,919,747

        徴収不能引当金繰入額 1,814,440

        維持補修費 120,963,702

        減価償却費 1,025,551,439

        その他 -

        その他 125,195,201

      物件費等 1,850,396,333

        物件費 703,881,192

        職員給与費 387,580,150

        賞与等引当金繰入額 33,663,010

        退職手当引当金繰入額 47,447,109

  経常費用 4,700,204,478

    業務費用 2,483,270,169

      人件費 593,885,470

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 18,257,549,100 23,711,031,354 -5,453,482,254

  純行政コスト（△） -4,515,605,603 -4,515,605,603

  財源 4,056,949,684 4,056,949,684

    税収等 2,611,809,718 2,611,809,718

    国県等補助金 1,445,139,966 1,445,139,966

  本年度差額 -458,655,919 -458,655,919

  固定資産等の変動（内部変動） -101,846,930 101,846,930

    有形固定資産等の増加 927,092,291 -927,092,291

    有形固定資産等の減少 -1,027,893,992 1,027,893,992

    貸付金・基金等の増加 127,304,395 -127,304,395

    貸付金・基金等の減少 -128,349,624 128,349,624

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -18,647,339 -18,647,339

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -477,303,258 -120,494,269 -356,808,989

本年度末純資産残高 17,780,245,842 23,590,537,085 -5,810,291,243

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



【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 229,110

本年度歳計外現金増減額 4,788,748

本年度末歳計外現金残高 5,017,858

本年度末現金預金残高 97,028,587

    その他の収入 1,000

財務活動収支 339,652,661

本年度資金収支額 38,792,367

前年度末資金残高 53,218,362

本年度末資金残高 92,010,729

  財務活動支出 473,119,339

    地方債償還支出 473,119,339

    その他の支出 -

  財務活動収入 812,772,000

    地方債発行収入 812,771,000

    貸付金元金回収収入 6,335,000

    資産売却収入 1,973,152

    その他の収入 3,497,364

投資活動収支 -428,917,580

【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 587,937,711

    国県等補助金収入 487,045,195

    基金取崩収入 89,087,000

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,016,855,291

    公共施設等整備費支出 927,092,291

    基金積立金支出 84,763,000

    投資及び出資金支出 -

  臨時支出 29,758,500

    災害復旧事業費支出 29,758,500

    その他の支出 -

  臨時収入 8,506,000

業務活動収支 128,057,286

  業務収入 3,770,537,607

    税収等収入 2,573,987,842

    国県等補助金収入 949,864,771

    使用料及び手数料収入 115,077,931

    その他の収入 131,607,063

    移転費用支出 2,216,934,309

      補助金等支出 1,495,759,906

      社会保障給付支出 484,130,978

      他会計への繰出支出 236,358,213

      その他の支出 685,212

    業務費用支出 1,404,293,512

      人件費支出 545,662,378

      物件費等支出 824,844,894

      支払利息支出 11,919,747

      その他の支出 21,866,493

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

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 3,621,227,821


