
【様式第1号】

自治体名：広川町

会計：一般会計等 （単位：円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 21,027,581,072   固定負債 7,357,549,445

    有形固定資産 16,768,865,610     地方債 6,571,756,945

      事業用資産 7,223,355,294     長期未払金 -

        土地 2,748,610,417     退職手当引当金 780,574,000

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 7,527,561,874     その他 5,218,500

        建物減価償却累計額 -3,738,605,596   流動負債 746,683,213

        工作物 216,644,530     １年内償還予定地方債 650,960,721

        工作物減価償却累計額 -43,035,611     未払金 -

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 -

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 67,327,785

        航空機 -     預り金 15,870,307

        航空機減価償却累計額 -     その他 12,524,400

        その他 - 負債合計 8,104,232,658

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 512,179,680   固定資産等形成分 23,092,147,110

      インフラ資産 9,415,734,765   余剰分（不足分） -7,625,551,375

        土地 1,413,467,957

        建物 155,544,120

        建物減価償却累計額 -81,916,508

        工作物 13,825,690,561

        工作物減価償却累計額 -5,948,260,537

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 51,209,172

      物品 243,033,426

      物品減価償却累計額 -113,257,875

    無形固定資産 26,149,104

      ソフトウェア 26,149,104

      その他 -

    投資その他の資産 4,232,566,358

      投資及び出資金 2,313,127,211

        有価証券 5,000,000

        出資金 2,308,127,211

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 64,007,903

      長期貸付金 -

      基金 1,857,775,551

        減債基金 170,029,231

        その他 1,687,746,320

      その他 -

      徴収不能引当金 -2,344,307

  流動資産 2,543,247,321

    現金預金 453,639,367

    未収金 25,502,489

    短期貸付金 50,000,000

    基金 2,014,566,038

      財政調整基金 2,014,566,038

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 734,400

    徴収不能引当金 -1,194,973 純資産合計 15,466,595,735

資産合計 23,570,828,393 負債及び純資産合計 23,570,828,393

貸借対照表
（平成29年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：広川町

会計：一般会計等 （単位：円）

    その他 43,439,919

純行政コスト 5,717,884,563

    その他 409,698

  臨時利益 56,927,579

    資産売却益 13,487,660

    資産除売却損 96,754

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

純経常行政コスト 5,764,606,330

  臨時損失 10,205,812

    災害復旧事業費 9,699,360

  経常収益 188,436,466

    使用料及び手数料 43,670,027

    その他 144,766,439

      社会保障給付 909,403,361

      他会計への繰出金 391,626,268

      その他 23,640,688

        その他 42,644,322

    移転費用 3,333,110,873

      補助金等 2,008,440,556

      その他の業務費用 124,133,035

        支払利息 77,949,433

        徴収不能引当金繰入額 3,539,280

        維持補修費 70,151,864

        減価償却費 525,344,189

        その他 3,659,277

        その他 216,630,786

      物件費等 1,443,463,054

        物件費 844,307,724

        職員給与費 768,377,263

        賞与等引当金繰入額 67,327,785

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 5,953,042,796

    業務費用 2,619,931,923

      人件費 1,052,335,834

行政コスト計算書
自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日

科目名 金額



【様式第3号】

自治体名：広川町

会計：一般会計等 （単位：円）

科目名 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 14,925,839,001 22,283,109,935 -7,357,270,934

  純行政コスト（△） -5,717,884,563 -5,717,884,563

  財源 6,257,983,507 6,257,983,507

    税収等 4,473,526,613 4,473,526,613

    国県等補助金 1,784,456,894 1,784,456,894

  本年度差額 540,098,944 540,098,944

  固定資産等の変動（内部変動） 808,379,385 -808,379,385

    有形固定資産等の増加 1,048,667,327 -1,048,667,327

    有形固定資産等の減少 -525,492,868 525,492,868

    貸付金・基金等の増加 597,547,674 -597,547,674

    貸付金・基金等の減少 -312,342,748 312,342,748

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 657,790 657,790

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 540,756,734 809,037,175 -268,280,441

本年度末純資産残高 15,466,595,735 23,092,147,110 -7,625,551,375

純資産変動計算書
自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日



【様式第4号】

自治体名：広川町

会計：一般会計等 （単位：円）

前年度末歳計外現金残高 12,687,352

本年度歳計外現金増減額 3,182,955

本年度末歳計外現金残高 15,870,307

本年度末現金預金残高 453,639,367

    その他の収入 -

財務活動収支 182,068,219

本年度資金収支額 -220,302,927

前年度末資金残高 658,071,987

本年度末資金残高 437,769,060

  財務活動支出 619,964,781

    地方債償還支出 596,453,937

    その他の支出 23,510,844

  財務活動収入 802,033,000

    地方債発行収入 802,033,000

    貸付金元金回収収入 50,769,856

    資産売却収入 13,539,585

    その他の収入 -

投資活動収支 -886,263,800

【財務活動収支】

    貸付金支出 50,000,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 642,352,175

    国県等補助金収入 386,909,000

    基金取崩収入 191,133,734

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,528,615,975

    公共施設等整備費支出 1,048,667,327

    基金積立金支出 416,948,648

    投資及び出資金支出 13,000,000

  臨時支出 9,699,360

    災害復旧事業費支出 9,699,360

    その他の支出 -

  臨時収入 9,139,000

業務活動収支 483,892,654

  業務収入 6,048,759,701

    税収等収入 4,474,880,634

    国県等補助金収入 1,388,408,894

    使用料及び手数料収入 43,594,527

    その他の収入 141,875,646

    移転費用支出 3,382,892,130

      補助金等支出 2,058,221,813

      社会保障給付支出 909,403,361

      他会計への繰出支出 391,626,268

      その他の支出 23,640,688

    業務費用支出 2,181,414,557

      人件費支出 1,142,701,937

      物件費等支出 920,904,399

      支払利息支出 77,949,433

      その他の支出 39,858,788

資金収支計算書
自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 5,564,306,687


