
2021/3/25

自治体名：川辺町 年度：令和元年度

会計：連結会計   

貸借対照表(BS) （単位：円）

科目名

【資産の部】

  固定資産 21,944,080,611

    有形固定資産 19,022,607,746

      事業用資産 9,593,353,957

        土地 4,239,836,019

        土地減損損失累計額 -

        立木竹 -

        立木竹減損損失累計額 -

        建物 10,935,263,155

        建物減価償却累計額 -5,823,980,246

        建物減損損失累計額 -

        工作物 330,405,673

        工作物減価償却累計額 -89,156,943

        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 25,000

        その他減価償却累計額 -25,000

        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 1,390,436,111

      物品減価償却累計額 -898,326,792

      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 2,902,024,309

      投資及び出資金 24,070,833

        有価証券 14,604,548

        出資金 -248,830,164

        その他 258,296,449

      長期延滞債権 34,979,782

      長期貸付金 -

報告書（連結財務諸表）

金額

1/6



2021/3/25

自治体名：川辺町 年度：令和元年度

会計：連結会計   

貸借対照表(BS) （単位：円）

科目名

報告書（連結財務諸表）

金額

      基金 2,731,460,759

        減債基金 -

        その他 2,731,460,759

      その他 112,918,621

      徴収不能引当金 -1,405,686

  流動資産 2,672,122,221

    現金預金 950,874,927

    未収金 72,050,761

    短期貸付金 -

    基金 1,647,490,456

      財政調整基金 1,579,902,823

      減債基金 67,587,633

    棚卸資産 1,654,089

    その他 1,000,000

    徴収不能引当金 -948,012

  繰延資産 -

資産合計 24,616,202,832
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自治体名：川辺町 年度：令和元年度

会計：連結会計   

貸借対照表(BS) （単位：円）

科目名

報告書（連結財務諸表）
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【負債の部】

  固定負債 5,985,394,433

    地方債等 4,111,417,441

    長期未払金 -

    退職手当引当金 647,367,532

    損失補償等引当金 -

    その他 1,226,609,460

  流動負債 644,487,262

    １年内償還予定地方債等 400,887,912

    未払金 58,090,214

    未払費用 -

    前受金 -

    前受収益 -

    賞与等引当金 64,157,219

    預り金 81,604,157

    その他 39,747,760

負債合計 6,629,881,695

【純資産の部】

  固定資産等形成分 23,591,571,067

  余剰分（不足分） -5,605,249,930

  他団体出資等分 -

純資産合計 17,986,321,137

負債及び純資産合計 24,616,202,832
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2021/3/25

自治体名：川辺町 年度：令和元年度

会計：連結会計   

行政コスト計算書(PL) （単位：円）

科目名

  経常費用 8,092,178,225

    業務費用 3,272,970,859

      人件費 1,003,595,983

        職員給与費 769,094,523

        賞与等引当金繰入額 64,157,219

        退職手当引当金繰入額 13,854,000

        その他 156,490,241

      物件費等 2,158,856,699

        物件費 1,263,279,194

        維持補修費 58,282,137

        減価償却費 837,197,122

        その他 98,246

      その他の業務費用 110,518,177

        支払利息 25,879,958

        徴収不能引当金繰入額 2,308,403

        その他 82,329,816

    移転費用 4,819,207,366

      補助金等 2,160,712,910

      社会保障給付 2,265,293,324

      その他 393,201,132

  経常収益 435,839,294

    使用料及び手数料 270,555,256

    その他 165,284,038

純経常行政コスト 7,656,338,931

  臨時損失 207,389,979

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 14,429,179

    損失補償等引当金繰入額 187,487,000

    その他 5,473,800

  臨時利益 1,323,654

    資産売却益 1,305,454

    その他 18,200

純行政コスト 7,862,405,256
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自治体名：川辺町 年度：令和元年度

会計：連結会計   

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 18,259,980,650 22,969,197,874 -4,709,217,224 -

  純行政コスト（△） -7,862,405,256 -7,862,405,256 -

  財源 7,497,103,031 7,497,103,031 -

    税収等 5,107,710,644 5,107,710,644 -

    国県等補助金 2,389,392,387 2,389,392,387 -

  本年度差額 -365,302,225 -365,302,225 -

  固定資産等の変動（内部変動） 792,864,035 -792,864,035

    有形固定資産等の増加 973,008,253 -973,008,253

    有形固定資産等の減少 -858,833,952 858,833,952

    貸付金・基金等の増加 961,225,942 -961,225,942

    貸付金・基金等の減少 -282,536,208 282,536,208

  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 52,741,157 -12,447,914 65,189,071 -

  その他 -33,327,118 -230,271,601 196,944,483

  本年度純資産変動額 -273,659,513 622,373,193 -896,032,706 -

本年度末純資産残高 17,986,321,137 23,591,571,067 -5,605,249,930 -

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：連結会計   

資金収支計算書(CF) （単位：円）

科目名

【業務活動収支】

  業務支出 7,683,071,990

    業務費用支出 2,860,131,804

      人件費支出 1,029,849,032

      物件費等支出 1,727,659,809

      支払利息支出 26,739,737

      その他の支出 75,883,226

    移転費用支出 4,822,940,186

      補助金等支出 2,164,396,301

      社会保障給付支出 2,265,293,324

      その他の支出 393,250,561

  業務収入 8,310,998,954

    税収等収入 5,513,511,407

    国県等補助金収入 2,303,039,887

    使用料及び手数料収入 308,892,138

    その他の収入 185,555,522

  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 627,926,964

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,316,733,575

    公共施設等整備費支出 898,506,599

    基金積立金支出 407,226,976

    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 465,993,600

    国県等補助金収入 89,438,612

    基金取崩収入 334,610,558

    貸付金元金回収収入 11,000,000

    資産売却収入 1,318,790

    その他の収入 29,625,640

投資活動収支 -850,739,975

【財務活動収支】

  財務活動支出 427,631,311

    地方債等償還支出 405,707,311

    その他の支出 21,924,000

  財務活動収入 621,792,060

    地方債等発行収入 621,792,060

    その他の収入 -

財務活動収支 194,160,749

本年度資金収支額 -28,652,262

前年度末資金残高 877,888,543

比例連結割合変更に伴う差額 20,034,489

本年度末資金残高 869,270,770

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 49,868,891

本年度末歳計外現金残高 81,604,157

本年度末現金預金残高 950,874,927

報告書（連結財務諸表）
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