
【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 26,255,067,269   固定負債 7,057,644,813

    有形固定資産 25,075,113,372     地方債等 6,238,517,517

      事業用資産 8,407,921,051     長期未払金 -

        土地 1,464,729,593     退職手当引当金 734,822,445

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

        建物 15,202,956,930     その他 84,304,851

        建物減価償却累計額 -10,189,661,755   流動負債 725,849,597

        工作物 1,432,332,037     １年内償還予定地方債等 615,464,962

        工作物減価償却累計額 -790,184,077     未払金 47,957,697

        船舶 175,626     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -175,625     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 55,466,406

        航空機 -     預り金 5,469,842

        航空機減価償却累計額 -     その他 1,490,690

        その他 7,663,812 負債合計 7,783,494,410

        その他減価償却累計額 -6,080,177 【純資産の部】

        建設仮勘定 794,117,187   固定資産等形成分 27,788,420,610

      インフラ資産 16,482,886,799   余剰分（不足分） -7,152,216,750

        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 757,844,687

      物品減価償却累計額 -573,539,165

    無形固定資産 26,209,318

      ソフトウェア 25,613,793

      その他 595,525

    投資その他の資産 1,153,744,579

      投資及び出資金 150,407,753

        有価証券 2,895,315

        出資金 147,512,438

        その他 -

      長期延滞債権 32,804,933

      長期貸付金 6,000,000

      基金 960,050,520

        減債基金 -

        その他 960,050,520

      その他 7,102,060

      徴収不能引当金 -2,620,687

  流動資産 2,164,631,001

    現金預金 559,978,158

    未収金 62,505,816

    短期貸付金 1,000,000

    基金 1,532,353,341

      財政調整基金 621,696,341

      減債基金 910,657,000

    棚卸資産 4,362,321

    その他 5,100,119

    徴収不能引当金 -668,754

  繰延資産 - 純資産合計 20,636,203,860

資産合計 28,419,698,270 負債及び純資産合計 28,419,698,270

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：連結会計 （単位：円）

    資産売却益 249,476

    その他 6,374,883

純行政コスト 6,096,125,451

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 6,142,000

  臨時利益 6,624,359

  臨時損失 39,428,479

    災害復旧事業費 29,758,500

    資産除売却損 3,527,979

    使用料及び手数料 424,870,075

    その他 107,836,719

純経常行政コスト 6,063,321,331

      社会保障給付 1,088,217,139

      その他 2,460,748

  経常収益 532,706,794

        その他 60,462,631

    移転費用 3,119,056,401

      補助金等 2,028,378,514

      その他の業務費用 92,869,962

        支払利息 30,234,108

        徴収不能引当金繰入額 2,173,223

        維持補修費 212,404,715

        減価償却費 1,214,099,087

        その他 354

        その他 126,509,646

      物件費等 2,431,170,987

        物件費 1,004,666,831

        職員給与費 712,458,142

        賞与等引当金繰入額 55,466,406

        退職手当引当金繰入額 58,496,581

  経常費用 6,596,028,125

    業務費用 3,476,971,724

      人件費 952,930,775

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：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 20,401,093,901 27,284,985,608 -6,883,891,707 -

  純行政コスト（△） -6,096,125,451 -6,096,125,451 -

  財源 6,316,108,296 6,316,108,296 -

    税収等 3,445,889,632 3,445,889,632 -

    国県等補助金 2,870,218,664 2,870,218,664 -

  本年度差額 219,982,845 219,982,845 -

  固定資産等の変動（内部変動） 510,226,855 -510,226,855

    有形固定資産等の増加 1,718,672,763 -1,718,672,763

    有形固定資産等の減少 -1,220,141,473 1,220,141,473

    貸付金・基金等の増加 154,308,963 -154,308,963

    貸付金・基金等の減少 -142,613,398 142,613,398

  資産評価差額 -153,744 -153,744

  無償所管換等 73,215,055 73,215,055

  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 -57,934,197 -79,249,996 21,315,799 -

  その他 - -603,168 603,168

  本年度純資産変動額 235,109,959 503,435,002 -268,325,043 -

本年度末純資産残高 20,636,203,860 27,788,420,610 -7,152,216,750 -

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：連結会計 （単位：円）

前年度末歳計外現金残高 769,279

本年度歳計外現金増減額 4,697,332

本年度末歳計外現金残高 5,466,611

本年度末現金預金残高 559,978,158

財務活動収支 307,028,999

本年度資金収支額 114,774,014

前年度末資金残高 489,068,808

比例連結割合変更に伴う差額 -49,331,275

本年度末資金残高 554,511,547

    地方債等償還支出 601,019,443

    その他の支出 1,375,058

  財務活動収入 909,423,500

    地方債等発行収入 909,422,500

    その他の収入 1,000

    資産売却収入 2,043,580

    その他の収入 17,900,686

投資活動収支 -1,174,145,512

【財務活動収支】

  財務活動支出 602,394,501

    その他の支出 -

  投資活動収入 619,461,657

    国県等補助金収入 492,402,181

    基金取崩収入 100,780,210

    貸付金元金回収収入 6,335,000

  投資活動支出 1,793,607,169

    公共施設等整備費支出 1,682,869,519

    基金積立金支出 105,737,650

    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 6,142,000

  臨時収入 55,783,142

業務活動収支 981,890,527

【投資活動収支】

    税収等収入 3,394,358,598

    国県等補助金収入 2,316,449,481

    使用料及び手数料収入 428,727,548

    その他の収入 142,541,275

  臨時支出 35,900,500

    移転費用支出 3,119,065,548

      補助金等支出 2,028,378,514

      社会保障給付支出 1,088,217,139

      その他の支出 2,469,895

  業務収入 6,282,076,902

    業務費用支出 2,201,003,469

      人件費支出 892,835,626

      物件費等支出 1,220,100,338

      支払利息支出 30,234,108

      その他の支出 57,833,397

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 5,320,069,017


