
2023/2/2

自治体名：川辺町 年度：令和3年度

会計：連結会計   

貸借対照表(BS) （単位：円）

科目

【資産の部】

  固定資産 29,922,772,473

    有形固定資産 26,271,769,034

      事業用資産 9,539,180,326

        土地 4,233,452,084

        土地減損損失累計額 -

        立木竹 -

        立木竹減損損失累計額 -

        建物 11,331,043,047

        建物減価償却累計額 -6,355,743,499

        建物減損損失累計額 -

        工作物 441,489,052

        工作物減価償却累計額 -126,044,558

        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 14,984,200

      インフラ資産 16,192,562,836

        土地 2,254,199,360

        土地減損損失累計額 -

        建物 142,824,662

        建物減価償却累計額 -55,796,764

        建物減損損失累計額 -

        工作物 33,699,989,738

        工作物減価償却累計額 -19,953,640,044

        工作物減損損失累計額 -

        その他 3,726,800

        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 101,259,084

      物品 1,699,251,130

      物品減価償却累計額 -1,159,225,258

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 387,155,231

      ソフトウェア 26,227,735

      その他 360,927,496

    投資その他の資産 3,263,848,208

      投資及び出資金 11,989,213

        有価証券 3,646,028

        出資金 8,343,185

        その他 -

      長期延滞債権 37,715,690

      長期貸付金 -

      基金 2,468,485,996

        減債基金 -

        その他 2,468,485,996

      その他 746,727,074

      徴収不能引当金 -1,069,765

  流動資産 2,836,257,033

    現金預金 1,031,162,841

    未収金 79,902,523

    短期貸付金 -

    基金 1,723,256,315

      財政調整基金 1,604,977,856

      減債基金 118,278,459

    棚卸資産 1,748,535

    その他 1,000,000

    徴収不能引当金 -813,181

  繰延資産 -

資産合計 32,759,029,506

報告書（連結財務諸表）

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：連結会計   

貸借対照表(BS) （単位：円）

科目

報告書（連結財務諸表）

金額

【負債の部】

  固定負債 11,790,535,643

    地方債等 7,235,519,162

    長期未払金 34,685,103

    退職手当引当金 746,995,074

    損失補償等引当金 -

    その他 3,773,336,304

  流動負債 1,016,887,678

    １年内償還予定地方債等 747,267,845

    未払金 95,444,586

    未払費用 -

    前受金 600,000

    前受収益 -

    賞与等引当金 56,622,432

    預り金 77,201,418

    その他 39,751,397

負債合計 12,807,423,321

【純資産の部】

  固定資産等形成分 31,646,028,788

  余剰分（不足分） -11,694,422,603

  他団体出資等分 -

純資産合計 19,951,606,185

負債及び純資産合計 32,759,029,506
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2023/2/2

自治体名：川辺町 年度：令和3年度

会計：連結会計   

行政コスト計算書(PL) （単位：円）

科目

  経常費用 8,541,985,707

    業務費用 3,818,973,905

      人件費 1,050,149,059

        職員給与費 814,009,049

        賞与等引当金繰入額 56,437,432

        退職手当引当金繰入額 553,965

        その他 179,148,613

      物件費等 2,564,199,388

        物件費 1,320,153,285

        維持補修費 53,817,998

        減価償却費 1,190,228,105

        その他 -

      その他の業務費用 204,625,458

        支払利息 83,801,551

        徴収不能引当金繰入額 878,643

        その他 119,945,264

    移転費用 4,723,011,802

      補助金等 2,224,929,533

      社会保障給付 2,493,413,797

      その他 4,668,472

  経常収益 533,810,300

    使用料及び手数料 399,790,338

    その他 134,019,962

純経常行政コスト 8,008,175,407

  臨時損失 2,546,045

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 2,546,045

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 2,647,613

    資産売却益 2,647,613

    その他 -

純行政コスト 8,008,073,839

報告書（連結財務諸表）

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：連結会計   

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) 他団体出資等分

前年度末純資産残高 19,961,334,060 31,710,751,541 -11,749,417,481 -

  純行政コスト（△） -8,008,073,839 -8,008,073,839 -

  財源 8,133,965,924 8,133,965,924 -

    税収等 5,231,829,445 5,231,829,445 -

    国県等補助金 2,902,136,479 2,902,136,479 -

  本年度差額 125,892,085 125,892,085 -

  固定資産等の変動（内部変動） 84,729,479 -84,729,479

    有形固定資産等の増加 910,678,120 -910,678,120

    有形固定資産等の減少 -1,245,130,267 1,245,130,267

    貸付金・基金等の増加 702,935,370 -702,935,370

    貸付金・基金等の減少 -283,753,744 283,753,744

  資産評価差額 -612,297 -612,297

  無償所管換等 4,037,200 4,037,200

  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 -3,993,894 -7,265,814 3,271,920 -

  その他 -135,050,969 -145,611,321 10,560,352

  本年度純資産変動額 -9,727,875 -64,722,753 54,994,878 -

本年度末純資産残高 19,951,606,185 31,646,028,788 -11,694,422,603 -

報告書（連結財務諸表）
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2023/2/2

自治体名：川辺町 年度：令和3年度

会計：連結会計   

資金収支計算書(CF) （単位：円）

科目

【業務活動収支】

  業務支出 7,370,139,100

    業務費用支出 2,647,127,298

      人件費支出 1,057,331,100

      物件費等支出 1,382,155,192

      支払利息支出 83,801,551

      その他の支出 123,839,455

    移転費用支出 4,723,011,802

      補助金等支出 2,224,929,533

      社会保障給付支出 2,493,413,797

      その他の支出 4,668,472

  業務収入 8,449,194,803

    税収等収入 5,096,410,802

    国県等補助金収入 2,810,155,968

    使用料及び手数料収入 408,548,107

    その他の収入 134,079,926

  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 1,079,055,703

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,562,187,489

    公共施設等整備費支出 848,280,227

    基金積立金支出 702,907,262

    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 574,555,329

    国県等補助金収入 144,129,620

    基金取崩収入 283,201,620

    貸付金元金回収収入 11,000,000

    資産売却収入 5,677,763

    その他の収入 130,546,326

投資活動収支 -987,632,160

【財務活動収支】

  財務活動支出 773,230,077

    地方債等償還支出 734,513,701

    その他の支出 38,716,376

  財務活動収入 568,700,681

    地方債等発行収入 568,700,681

    その他の収入 -

財務活動収支 -204,529,396

本年度資金収支額 -113,105,853

前年度末資金残高 1,067,224,022

比例連結割合変更に伴う差額 -156,745

本年度末資金残高 953,961,424

前年度末歳計外現金残高 82,301,496

本年度歳計外現金増減額 -5,100,079

本年度末歳計外現金残高 77,201,417

本年度末現金預金残高 1,031,162,841

報告書（連結財務諸表）

金額
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