
2023/2/2

自治体名：川辺町 年度：令和3年度

会計：全体会計   

貸借対照表(BS) （単位：円）

科目

【資産の部】

  固定資産 29,237,934,663

    有形固定資産 25,813,190,459

      事業用資産 9,203,754,713

        土地 4,135,183,135

        土地減損損失累計額 -

        立木竹 -

        立木竹減損損失累計額 -

        建物 10,879,088,595

        建物減価償却累計額 -6,135,012,295

        建物減損損失累計額 -

        工作物 392,673,242

        工作物減価償却累計額 -83,162,164

        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 885,308,973

      物品減価償却累計額 -468,436,063

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 386,948,920

      ソフトウェア 26,021,424

      その他 360,927,496

    投資その他の資産 3,037,795,284

      投資及び出資金 11,865,313

        有価証券 3,646,028

        出資金 8,219,285

        その他 -

      長期延滞債権 37,635,972

      長期貸付金 -

      基金 2,409,817,191

        減債基金 -

        その他 2,409,817,191

      その他 579,541,121

      徴収不能引当金 -1,064,313

  流動資産 2,693,000,053

    現金預金 927,076,856

    未収金 79,884,754

    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 1,129,200

    その他 1,000,000

    徴収不能引当金 -812,463

  繰延資産 -

資産合計 31,930,934,716

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：全体会計   

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 11,639,600,410

    地方債等 7,096,411,811

    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 3,772,922,478

  流動負債 981,028,671

    １年内償還予定地方債等 719,046,744

    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 49,276,762

    預り金 77,200,380

    その他 39,460,199

負債合計 12,620,629,081

【純資産の部】

  固定資産等形成分 30,922,656,369

  余剰分（不足分） -11,612,350,734

  他団体出資等分 -

純資産合計 19,310,305,635

負債及び純資産合計 31,930,934,716
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2023/2/2

自治体名：川辺町 年度：令和3年度

会計：全体会計   

行政コスト計算書(PL) （単位：円）

科目

  経常費用 6,753,318,466

    業務費用 3,451,267,049

      人件費 921,574,920

        職員給与費 693,786,339

        賞与等引当金繰入額 49,091,762

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 178,696,819

      物件費等 2,398,697,475

        物件費 1,213,334,982

        維持補修費 52,195,877

        減価償却費 1,133,166,616

        その他 -

      その他の業務費用 130,994,654

        支払利息 83,503,998

        徴収不能引当金繰入額 878,170

        その他 46,612,486

    移転費用 3,302,051,417

      補助金等 2,588,663,038

      社会保障給付 708,837,138

      その他 4,551,241

  経常収益 513,811,610

    使用料及び手数料 388,063,285

    その他 125,748,325

純経常行政コスト 6,239,506,856

  臨時損失 2,492,530

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 2,492,530

    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 6,239,403,252

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：全体会計   

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 19,174,245,312 31,025,802,665 -11,851,557,353 -

  純行政コスト（△） -6,239,403,252 -6,239,403,252 -

  財源 6,408,802,386 6,408,802,386 -

    税収等 4,270,908,902 4,270,908,902 -

    国県等補助金 2,137,893,484 2,137,893,484 -

  本年度差額 169,399,134 169,399,134 -

  固定資産等の変動（内部変動） 29,994,454 -29,994,454

    有形固定資産等の増加 810,303,076 -810,303,076

    有形固定資産等の減少 -1,188,015,263 1,188,015,263

    貸付金・基金等の増加 682,715,287 -682,715,287

    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

  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 -36,890,000 -136,691,939 99,801,939

  本年度純資産変動額 136,060,323 -103,146,296 239,206,619 -

本年度末純資産残高 19,310,305,635 30,922,656,369 -11,612,350,734 -

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：全体会計   

資金収支計算書(CF) （単位：円）

科目

【業務活動収支】

  業務支出 5,626,130,430

    業務費用支出 2,324,079,013

      人件費支出 928,314,766

      物件費等支出 1,273,644,641

      支払利息支出 83,503,998

      その他の支出 38,615,608

    移転費用支出 3,302,051,417

      補助金等支出 2,588,663,038

      社会保障給付支出 708,837,138

      その他の支出 4,551,241

  業務収入 6,704,838,457

    税収等収入 4,135,490,259

    国県等補助金収入 2,046,713,344

    使用料及び手数料収入 396,821,054

    その他の収入 125,813,800

  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 1,078,708,027

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,509,128,675

    公共施設等整備費支出 815,413,388

    基金積立金支出 682,715,287

    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 565,510,505

    国県等補助金収入 143,329,249

    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 130,546,326

投資活動収支 -943,618,170

【財務活動収支】

  財務活動支出 748,886,447

    地方債等償還支出 710,438,447

    その他の支出 38,448,000

  財務活動収入 540,808,000

    地方債等発行収入 540,808,000

    その他の収入 -

財務活動収支 -208,078,447

本年度資金収支額 -72,988,590

前年度末資金残高 922,865,066

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 849,876,476

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 927,076,856

報告書（連結財務諸表）

金額
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