
2021/3/25

自治体名：川辺町 年度：令和元年度

会計：一般会計等   

貸借対照表(BS) （単位：円）

科目名

【資産の部】

  固定資産 19,181,205,237

    有形固定資産 16,732,824,380

      事業用資産 9,238,817,430

        土地 4,140,705,795

        立木竹 -

        建物 10,483,644,431

        建物減価償却累計額 -5,621,120,952

        工作物 281,029,968

        工作物減価償却累計額 -46,428,111

        船舶 -

        船舶減価償却累計額 -

        浮標等 -

        浮標等減価償却累計額 -

        航空機 -

        航空機減価償却累計額 -

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 986,299

      インフラ資産 7,186,429,516

        土地 2,219,690,003

        建物 31,929,480

        建物減価償却累計額 -25,862,850

        工作物 21,718,720,848

        工作物減価償却累計額 -16,780,484,725

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 22,436,760

      物品 418,146,037

      物品減価償却累計額 -110,568,603

    無形固定資産 12,598,956

      ソフトウェア 12,598,956

      その他 -

    投資その他の資産 2,435,781,901

      投資及び出資金 271,518,282

        有価証券 4,112,548

        出資金 9,109,285

        その他 258,296,449

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 13,872,884

      長期貸付金 -

      基金 2,150,953,811

        減債基金 -

        その他 2,150,953,811

      その他 -

      徴収不能引当金 -563,076

  流動資産 1,966,093,139

    現金預金 330,956,141

    未収金 16,511,802

    短期貸付金 -

    基金 1,619,180,959

      財政調整基金 1,551,593,326

      減債基金 67,587,633

報告書（財務諸表）

金額
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2021/3/25

自治体名：川辺町 年度：令和元年度

会計：一般会計等   

貸借対照表(BS) （単位：円）

科目名

報告書（財務諸表）

金額

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -555,763

資産合計 21,147,298,376
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2021/3/25

自治体名：川辺町 年度：令和元年度

会計：一般会計等   

貸借対照表(BS) （単位：円）

科目名

報告書（財務諸表）

金額

【負債の部】

  固定負債 4,517,719,231

    地方債 3,554,678,699

    長期未払金 -

    退職手当引当金 647,141,532

    損失補償等引当金 187,487,000

    その他 128,412,000

  流動負債 548,338,883

    １年内償還予定地方債 375,267,925

    未払金 -

    未払費用 -

    前受金 -

    前受収益 -

    賞与等引当金 53,883,609

    預り金 81,603,349

    その他 37,584,000

負債合計 5,066,058,114

【純資産の部】

  固定資産等形成分 20,800,386,196

  余剰分（不足分） -4,719,145,934

純資産合計 16,081,240,262

負債及び純資産合計 21,147,298,376

3/6



2021/3/25

自治体名：川辺町 年度：令和元年度

会計：一般会計   

行政コスト計算書(PL) （単位：円）

科目名

  経常費用 4,362,534,788

    業務費用 2,594,571,654

      人件費 831,988,592

        職員給与費 629,349,836

        賞与等引当金繰入額 53,883,609

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 148,755,147

      物件費等 1,725,028,556

        物件費 977,597,703

        維持補修費 42,300,667

        減価償却費 705,130,186

        その他 -

      その他の業務費用 37,554,506

        支払利息 21,909,936

        徴収不能引当金繰入額 1,118,839

        その他 14,525,731

    移転費用 1,767,963,134

      補助金等 667,002,415

      社会保障給付 489,877,505

      他会計への繰出金 610,609,314

      その他 473,900

  経常収益 195,924,036

    使用料及び手数料 71,350,394

    その他 124,573,642

純経常行政コスト 4,166,610,752

  臨時損失 207,385,401

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 14,424,601

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 187,487,000

    その他 5,473,800

  臨時利益 1,229,936

    資産売却益 1,229,936

    その他 -

純行政コスト 4,372,766,217

報告書（財務諸表）

金額
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2021/3/25

自治体名：川辺町 年度：令和元年度

会計：一般会計   

純資産変動計算書(NW) （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 16,271,469,871 19,922,813,453 -3,651,343,582

  純行政コスト（△） -4,372,766,217 -4,372,766,217

  財源 4,072,913,604 4,072,913,604

    税収等 3,442,526,541 3,442,526,541

    国県等補助金 630,387,063 630,387,063

  本年度差額 -299,852,613 -299,852,613

  固定資産等の変動（内部変動） 775,521,997 -775,521,997

    有形固定資産等の増加 807,742,751 -807,742,751

    有形固定資産等の減少 -719,554,791 719,554,791

    貸付金・基金等の増加 933,679,037 -933,679,037

    貸付金・基金等の減少 -246,345,000 246,345,000

  資産評価差額 -124,080 -124,080

  無償所管換等 72,352,753 72,352,753

  その他 37,394,331 29,822,073 7,572,258

  本年度純資産変動額 -190,229,609 877,572,743 -1,067,802,352

本年度末純資産残高 16,081,240,262 20,800,386,196 -4,719,145,934

報告書（財務諸表）
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2021/3/25

自治体名：川辺町 年度：令和元年度

会計：一般会計   

資金収支計算書(CF) （単位：円）

科目名

【業務活動収支】

  業務支出 3,654,472,449

    業務費用支出 1,886,509,315

      人件費支出 830,185,854

      物件費等支出 1,019,898,370

      支払利息支出 21,909,936

      その他の支出 14,515,155

    移転費用支出 1,767,963,134

      補助金等支出 667,002,415

      社会保障給付支出 489,877,505

      他会計への繰出支出 610,609,314

      その他の支出 473,900

  業務収入 4,177,376,652

    税収等収入 3,438,028,238

    国県等補助金収入 544,034,563

    使用料及び手数料収入 69,308,406

    その他の収入 126,005,445

  臨時支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 522,904,203

【投資活動収支】

  投資活動支出 981,664,256

    公共施設等整備費支出 619,822,751

    基金積立金支出 350,841,505

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 11,000,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 344,927,440

    国県等補助金収入 86,352,500

    基金取崩収入 246,345,000

    貸付金元金回収収入 11,000,000

    資産売却収入 1,229,940

    その他の収入 -

投資活動収支 -636,736,816

【財務活動収支】

  財務活動支出 365,469,628

    地方債償還支出 343,545,628

    その他の支出 21,924,000

  財務活動収入 451,023,000

    地方債発行収入 451,023,000

    その他の収入 -

財務活動収支 85,553,372

本年度資金収支額 -28,279,241

前年度末資金残高 277,632,033

本年度末資金残高 249,352,792

前年度末歳計外現金残高 31,735,266

本年度歳計外現金増減額 49,868,083

本年度末歳計外現金残高 81,603,349

本年度末現金預金残高 330,956,141

報告書（財務諸表）

金額
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