
2023/2/2

自治体名：川辺町 年度：令和3年度

会計：一般会計等   

貸借対照表(BS) （単位：円）

科目

【資産の部】

  固定資産 21,051,540,946

    有形固定資産 16,130,024,744

      事業用資産 9,203,754,713

        土地 4,135,183,135

        立木竹 -

        建物 10,879,088,595

        建物減価償却累計額 -6,135,012,295

        工作物 392,673,242

        工作物減価償却累計額 -83,162,164

        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 14,984,200

      インフラ資産 6,702,634,534

        土地 2,238,905,994

        建物 31,929,480

        建物減価償却累計額 -27,587,040

        工作物 22,041,529,048

        工作物減価償却累計額 -17,644,881,832

        その他 3,726,800

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 59,012,084

      物品 461,476,005

      物品減価償却累計額 -237,840,508

    無形固定資産 19,259,976

      ソフトウェア 19,259,976

      その他 -

    投資その他の資産 4,902,256,226

      投資及び出資金 2,456,469,617

        有価証券 3,646,028

        出資金 2,452,823,589

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 17,046,768

      長期貸付金 -

      基金 1,849,643,033

        減債基金 -

        その他 1,849,643,033

      その他 579,541,121

      徴収不能引当金 -444,313

  流動資産 2,051,274,294

    現金預金 353,838,569

    未収金 12,995,008

    短期貸付金 -

    基金 1,684,721,706

      財政調整基金 1,566,443,247

      減債基金 118,278,459

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -280,989

資産合計 23,102,815,240

報告書（財務諸表）

金額
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2023/2/2

自治体名：川辺町 年度：令和3年度

会計：一般会計等   

貸借対照表(BS) （単位：円）

科目

報告書（財務諸表）

金額

【負債の部】

  固定負債 4,443,090,199

    地方債 3,617,420,078

    長期未払金 -

    退職手当引当金 579,541,121

    損失補償等引当金 190,725,000

    その他 55,404,000

  流動負債 546,245,333

    １年内償還予定地方債 384,203,547

    未払金 -

    未払費用 -

    前受金 -

    前受収益 -

    賞与等引当金 46,393,406

    預り金 77,200,380

    その他 38,448,000

負債合計 4,989,335,532

【純資産の部】

  固定資産等形成分 22,736,262,652

  余剰分（不足分） -4,622,782,944

純資産合計 18,113,479,708

負債及び純資産合計 23,102,815,240
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2023/2/2

自治体名：川辺町 年度：令和3年度

会計：一般会計等   

行政コスト計算書(PL) （単位：円）

科目

  経常費用 4,744,667,575

    業務費用 2,724,583,633

      人件費 871,737,714

        職員給与費 658,992,233

        賞与等引当金繰入額 46,393,406

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 166,352,075

      物件費等 1,822,801,325

        物件費 997,910,503

        維持補修費 29,973,635

        減価償却費 794,917,187

        その他 -

      その他の業務費用 30,044,594

        支払利息 14,305,154

        徴収不能引当金繰入額 147,780

        その他 15,591,660

    移転費用 2,020,083,942

      補助金等 1,078,884,081

      社会保障給付 708,195,082

      他会計への繰出金 228,460,138

      その他 4,544,641

  経常収益 185,993,742

    使用料及び手数料 67,069,733

    その他 118,924,009

純経常行政コスト 4,558,673,833

  臨時損失 2,492,530

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 2,492,530

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 2,596,134

    資産売却益 2,596,134

    その他 -

純行政コスト 4,558,570,229

報告書（財務諸表）

金額

3/5



2023/2/2

自治体名：川辺町 年度：令和3年度

会計：一般会計等   

純資産変動計算書(NW) （単位：円）

科目 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 17,997,203,208 22,700,388,296 -4,703,185,088

  純行政コスト（△） -4,558,570,229 -4,558,570,229

  財源 4,708,185,540 4,708,185,540

    税収等 3,693,984,295 3,693,984,295

    国県等補助金 1,014,201,245 1,014,201,245

  本年度差額 149,615,311 149,615,311

  固定資産等の変動（内部変動） 168,517,477 -168,517,477

    有形固定資産等の増加 567,625,321 -567,625,321

    有形固定資産等の減少 -800,439,867 800,439,867

    貸付金・基金等の増加 676,340,669 -676,340,669

    貸付金・基金等の減少 -275,008,646 275,008,646

  資産評価差額 -166,830 -166,830

  無償所管換等 3,718,019 3,718,019

  その他 -36,890,000 -136,194,310 99,304,310

  本年度純資産変動額 116,276,500 35,874,356 80,402,144

本年度末純資産残高 18,113,479,708 22,736,262,652 -4,622,782,944

報告書（財務諸表）
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2023/2/2

自治体名：川辺町 年度：令和3年度

会計：一般会計等   

資金収支計算書(CF) （単位：円）

科目

【業務活動収支】

  業務支出 3,955,500,250

    業務費用支出 1,935,416,308

      人件費支出 877,635,356

      物件費等支出 1,027,884,138

      支払利息支出 14,305,154

      その他の支出 15,591,660

    移転費用支出 2,020,083,942

      補助金等支出 1,078,884,081

      社会保障給付支出 708,195,082

      他会計への繰出支出 228,460,138

      その他の支出 4,544,641

  業務収入 4,803,732,490

    税収等収入 3,694,355,716

    国県等補助金収入 923,021,105

    使用料及び手数料収入 67,366,185

    その他の収入 118,989,484

  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 848,232,240

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,254,965,990

    公共施設等整備費支出 567,625,321

    基金積立金支出 676,340,669

    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 382,815,070

    国県等補助金収入 91,180,140

    基金取崩収入 275,008,646

    貸付金元金回収収入 11,000,000

    資産売却収入 5,626,284

    その他の収入 -

投資活動収支 -872,150,920

【財務活動収支】

  財務活動支出 419,682,458

    地方債償還支出 381,234,458

    その他の支出 38,448,000

  財務活動収入 409,708,000

    地方債発行収入 409,708,000

    その他の収入 -

財務活動収支 -9,974,458

本年度資金収支額 -33,893,138

前年度末資金残高 310,531,327

本年度末資金残高 276,638,189

前年度末歳計外現金残高 82,300,536

本年度歳計外現金増減額 -5,100,156

本年度末歳計外現金残高 77,200,380

本年度末現金預金残高 353,838,569

報告書（財務諸表）

金額
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