
2021/3/25

自治体名：川辺町 年度：令和元年度

会計：全体会計   

貸借対照表(BS) （単位：円）

科目名

【資産の部】

  固定資産 21,276,845,682

    有形固定資産 18,528,764,494

      事業用資産 9,238,817,430

        土地 4,140,705,795

        土地減損損失累計額 -

        立木竹 -

        立木竹減損損失累計額 -

        建物 10,483,644,431

        建物減価償却累計額 -5,621,120,952

        建物減損損失累計額 -

        工作物 281,029,968

        工作物減価償却累計額 -46,428,111

        工作物減損損失累計額 -

        船舶 -

        船舶減価償却累計額 -

        船舶減損損失累計額 -

        浮標等 -

        浮標等減価償却累計額 -

        浮標等減損損失累計額 -

        航空機 -

        航空機減価償却累計額 -

        航空機減損損失累計額 -

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 986,299

      インフラ資産 8,937,144,470

        土地 2,230,088,100

        土地減損損失累計額 -

        建物 68,329,480

        建物減価償却累計額 -48,471,490

        建物減損損失累計額 -

        工作物 25,199,770,638

        工作物減価償却累計額 -18,542,164,018

        工作物減損損失累計額 -

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 29,591,760

      物品 634,533,461

      物品減価償却累計額 -281,730,867

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 19,448,556

      ソフトウェア 17,289,180

      その他 2,159,376

    投資その他の資産 2,728,632,632

      投資及び出資金 13,221,833

        有価証券 4,112,548

        出資金 -249,187,164

        その他 258,296,449

      長期延滞債権 34,916,984

      長期貸付金 -
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2021/3/25

自治体名：川辺町 年度：令和元年度

会計：全体会計   

貸借対照表(BS) （単位：円）

科目名
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      基金 2,681,895,644

        減債基金 -

        その他 2,681,895,644

      その他 -

      徴収不能引当金 -1,401,829

  流動資産 2,493,637,222

    現金預金 801,406,528

    未収金 71,886,483

    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

    棚卸資産 1,110,315

    その他 1,000,000

    徴収不能引当金 -947,063

  繰延資産 -

資産合計 23,770,482,904
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2021/3/25

自治体名：川辺町 年度：令和元年度

会計：全体会計   

貸借対照表(BS) （単位：円）

科目名

報告書（連結財務諸表）

金額

【負債の部】

  固定負債 6,018,777,376

    地方債等 3,972,773,384

    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 1,211,375,460

  流動負債 574,165,813

    １年内償還予定地方債等 381,546,765

    未払金 16,821,092

    未払費用 -

    前受金 -

    前受収益 -

    賞与等引当金 55,594,847

    預り金 81,603,349

    その他 38,599,760

負債合計 6,592,943,189

【純資産の部】

  固定資産等形成分 22,896,026,641

  余剰分（不足分） -5,718,486,926

  他団体出資等分 -

純資産合計 17,177,539,715

負債及び純資産合計 23,770,482,904
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2021/3/25

自治体名：川辺町 年度：令和元年度

会計：全体会計   

行政コスト計算書(PL) （単位：円）

科目名

  経常費用 6,324,477,206

    業務費用 2,916,791,098

      人件費 864,361,657

        職員給与費 648,456,386

        賞与等引当金繰入額 55,594,847

        退職手当引当金繰入額 4,115,000

        その他 156,195,424

      物件費等 1,983,750,354

        物件費 1,154,128,403

        維持補修費 49,077,914

        減価償却費 780,544,037

        その他 -

      その他の業務費用 68,679,087

        支払利息 25,581,102

        徴収不能引当金繰入額 2,304,706

        その他 40,793,279

    移転費用 3,407,686,108

      補助金等 2,524,053,512

      社会保障給付 490,654,565

      その他 392,978,031

  経常収益 394,117,965

    使用料及び手数料 260,070,777

    その他 134,047,188

純経常行政コスト 5,930,359,241

  臨時損失 207,385,401

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 14,424,601

    損失補償等引当金繰入額 187,487,000

    その他 5,473,800

  臨時利益 1,248,136

    資産売却益 1,229,936

    その他 18,200

純行政コスト 6,136,496,506
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2021/3/25

自治体名：川辺町 年度：令和元年度

会計：全体会計   

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) 他団体出資等分

前年度末純資産残高 17,647,821,650 22,229,830,874 -4,582,009,224 -

  純行政コスト（△） -6,136,496,506 -6,136,496,506 -

  財源 5,814,888,016 5,814,888,016 -

    税収等 4,179,266,082 4,179,266,082 -

    国県等補助金 1,635,621,934 1,635,621,934 -

  本年度差額 -321,608,490 -321,608,490 -

  固定資産等の変動（内部変動） 824,326,695 -824,326,695

    有形固定資産等の増加 937,214,481 -937,214,481

    有形固定資産等の減少 -802,101,289 802,101,289

    貸付金・基金等の増加 960,966,503 -960,966,503

    貸付金・基金等の減少 -271,753,000 271,753,000

  資産評価差額 -124,080 -124,080

  無償所管換等 72,352,753 72,352,753

  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 -220,902,118 -230,359,601 9,457,483

  本年度純資産変動額 -470,281,935 666,195,767 -1,136,477,702 -

本年度末純資産残高 17,177,539,715 22,896,026,641 -5,718,486,926 -

報告書（連結財務諸表）
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2021/3/25

自治体名：川辺町 年度：令和元年度

会計：全体会計   

資金収支計算書(CF) （単位：円）

科目名

【業務活動収支】

  業務支出 5,528,790,740

    業務費用支出 2,121,104,632

      人件費支出 858,339,129

      物件費等支出 1,204,636,364

      支払利息支出 25,581,102

      その他の支出 32,548,037

    移転費用支出 3,407,686,108

      補助金等支出 2,524,053,512

      社会保障給付支出 490,654,565

      その他の支出 392,978,031

  業務収入 6,070,654,984

    税収等収入 4,123,583,846

    国県等補助金収入 1,549,269,434

    使用料及び手数料収入 256,432,713

    その他の収入 141,368,991

  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 541,864,244

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,155,104,342

    公共施設等整備費支出 765,975,371

    基金積立金支出 378,128,971

    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 403,047,192

    国県等補助金収入 89,438,612

    基金取崩収入 271,753,000

    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 29,625,640

投資活動収支 -752,057,150

【財務活動収支】

  財務活動支出 371,648,458

    地方債等償還支出 349,724,458

    その他の支出 21,924,000

  財務活動収入 525,023,000

    地方債等発行収入 525,023,000

    その他の収入 -

財務活動収支 153,374,542

本年度資金収支額 -56,818,364

前年度末資金残高 776,621,543

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 719,803,179

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 801,406,528
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