
【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 24,922,769,561   固定負債 6,800,871,406

    有形固定資産 23,842,904,552     地方債等 6,080,625,832

      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 720,245,574

        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 629,653,062

        工作物 1,343,039,208     １年内償還予定地方債等 587,826,004

        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 36,693,568

        航空機 -     預り金 5,017,858

        航空機減価償却累計額 -     その他 115,632

        その他 - 負債合計 7,430,524,468

        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 26,449,011,561

      インフラ資産 16,482,886,799   余剰分（不足分） -7,318,485,617

        土地 106,429,191   他団体出資等分 -

        建物 358,778,532

        建物減価償却累計額 -199,516,336

        工作物 38,976,157,101

        工作物減価償却累計額 -22,799,394,789

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 40,433,100

      物品 459,199,352

      物品減価償却累計額 -359,852,118

    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 1,055,287,585

      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 32,795,961

      長期貸付金 6,000,000

      基金 871,398,000

        減債基金 -

        その他 871,398,000

      その他 -

      徴収不能引当金 -2,618,814

  流動資産 1,638,280,851

    現金預金 105,690,020

    未収金 6,492,487

    短期貸付金 1,000,000

    基金 1,525,242,000

      財政調整基金 614,585,000

      減債基金 910,657,000

    棚卸資産 -

    その他 359,329

    徴収不能引当金 -502,985

  繰延資産 - 純資産合計 19,130,525,944

資産合計 26,561,050,412 負債及び純資産合計 26,561,050,412

連結貸借対照表
（令和3年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：川本町

会計：全体会計 （単位：円）

    資産売却益 179,049

    その他 -

純行政コスト 5,116,411,032

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 179,049

  臨時損失 31,402,550

    災害復旧事業費 29,758,500

    資産除売却損 1,644,050

    使用料及び手数料 207,504,347

    その他 114,935,384

純経常行政コスト 5,085,187,531

      社会保障給付 484,130,978

      その他 724,912

  経常収益 322,439,731

        その他 30,810,532

    移転費用 2,575,274,456

      補助金等 2,090,418,566

      その他の業務費用 60,452,867

        支払利息 27,529,737

        徴収不能引当金繰入額 2,112,598

        維持補修費 192,082,412

        減価償却費 1,173,335,769

        その他 -

        その他 125,421,201

      物件費等 2,133,666,244

        物件費 768,248,063

        職員給与費 419,915,956

        賞与等引当金繰入額 36,693,568

        退職手当引当金繰入額 56,202,970

  経常費用 5,407,627,262

    業務費用 2,832,352,806

      人件費 638,233,695

連結行政コスト計算書
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：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 19,684,765,952 26,667,073,333 -6,982,307,381 -

  純行政コスト（△） -5,116,411,032 -5,116,411,032 -

  財源 4,580,818,363 4,580,818,363 -

    税収等 2,714,004,638 2,714,004,638 -

    国県等補助金 1,866,813,725 1,866,813,725 -

  本年度差額 -535,592,669 -535,592,669 -

  固定資産等の変動（内部変動） -199,414,433 199,414,433

    有形固定資産等の増加 969,053,440 -969,053,440

    有形固定資産等の減少 -1,175,678,322 1,175,678,322

    貸付金・基金等の増加 138,669,974 -138,669,974

    貸付金・基金等の減少 -131,459,525 131,459,525

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -18,647,339 -18,647,339

  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 - - -

  本年度純資産変動額 -554,240,008 -218,061,772 -336,178,236 -

本年度末純資産残高 19,130,525,944 26,449,011,561 -7,318,485,617 -

連結純資産変動計算書
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：全体会計 （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 105,690,020

財務活動収支 319,323,177

本年度資金収支額 41,777,962

前年度末資金残高 58,894,200

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 100,672,162

    地方債等償還支出 558,348,823

    その他の支出 -

  財務活動収入 877,672,000

    地方債等発行収入 877,671,000

    その他の収入 1,000

    資産売却収入 1,973,152

    その他の収入 3,497,364

投資活動収支 -478,510,729

【財務活動収支】

  財務活動支出 558,348,823

    その他の支出 -

  投資活動収入 590,172,711

    国県等補助金収入 487,045,195

    基金取崩収入 91,322,000

    貸付金元金回収収入 6,335,000

  投資活動支出 1,068,683,440

    公共施設等整備費支出 969,053,440

    基金積立金支出 94,630,000

    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 29,758,500

    その他の支出 -

  臨時収入 49,335,000

業務活動収支 200,965,514

【投資活動収支】

    税収等収入 2,667,144,268

    国県等補助金収入 1,330,709,530

    使用料及び手数料収入 206,419,957

    その他の収入 149,626,971

  臨時支出 29,758,500

    移転費用支出 2,575,274,456

      補助金等支出 2,090,418,566

      社会保障給付支出 484,130,978

      その他の支出 724,912

  業務収入 4,353,900,726

    業務費用支出 1,597,237,256

      人件費支出 581,152,075

      物件費等支出 961,426,075

      支払利息支出 27,529,737

      その他の支出 27,129,369

連結資金収支計算書
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 4,172,511,712


