
【様式第1号】

自治体名：広川町

会計：連結会計 （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 29,952,988,465   固定負債 12,944,534,457

    有形固定資産 25,326,173,301     地方債等 10,406,002,332

      事業用資産 8,905,019,287     長期未払金 283,361,924

        土地 3,124,275,341     退職手当引当金 1,343,961,002

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 9,952,993,022     その他 911,209,199

        建物減価償却累計額 -4,990,457,729   流動負債 1,498,180,349

        工作物 378,014,448     １年内償還予定地方債等 924,011,516

        工作物減価償却累計額 -137,819,548     未払金 275,541,095

        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 105,416,473

        航空機 -     預り金 45,755,329

        航空機減価償却累計額 -     その他 147,455,936

        その他 - 負債合計 14,442,714,806

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 578,013,753   固定資産等形成分 32,095,235,772

      インフラ資産 15,717,898,329   余剰分（不足分） -11,790,566,221

        土地 1,527,081,762   他団体出資等分 -

        建物 239,539,510

        建物減価償却累計額 -122,242,414

        工作物 23,281,717,257

        工作物減価償却累計額 -9,423,715,079

        その他 820,837

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 214,696,456

      物品 2,534,992,017

      物品減価償却累計額 -1,831,736,332

    無形固定資産 435,494,851

      ソフトウェア 28,481,103

      その他 407,013,748

    投資その他の資産 4,191,320,313

      投資及び出資金 1,489,187,596

        有価証券 58,603,385

        出資金 1,430,584,211

        その他 -

      長期延滞債権 142,382,455

      長期貸付金 -

      基金 2,567,909,701

        減債基金 170,029,231

        その他 2,397,880,470

      その他 603,125

      徴収不能引当金 -8,762,564

  流動資産 4,794,395,892

    現金預金 2,289,522,152

    未収金 283,987,966

    短期貸付金 50,000,000

    基金 2,092,247,307

      財政調整基金 2,092,247,307

      減債基金 -

    棚卸資産 29,450,814

    その他 51,927,966

    徴収不能引当金 -2,740,313

  繰延資産 - 純資産合計 20,304,669,551

資産合計 34,747,384,357 負債及び純資産合計 34,747,384,357

連結貸借対照表
（平成29年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：広川町

会計：連結会計 （単位：円）

連結行政コスト計算書
自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日

科目名 金額

  経常費用 14,419,977,372

    業務費用 5,209,985,812

      人件費 1,941,395,963

        職員給与費 1,465,870,422

        賞与等引当金繰入額 105,416,473

        退職手当引当金繰入額 205,807

        その他 369,903,261

      物件費等 2,976,981,998

        物件費 1,850,724,267

        維持補修費 171,120,274

        減価償却費 951,440,703

        その他 3,696,754

      その他の業務費用 291,607,851

        支払利息 159,068,389

        徴収不能引当金繰入額 8,540,038

        その他 123,999,424

    移転費用 9,209,991,560

      補助金等 8,273,340,495

      社会保障給付 909,403,361

      その他 27,247,704

  経常収益 2,073,074,447

    使用料及び手数料 1,741,402,269

    その他 331,672,178

純経常行政コスト 12,346,902,925

  臨時損失 24,755,133

    災害復旧事業費 9,699,360

    資産除売却損 14,641,979

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 413,794

  臨時利益 58,082,333

    資産売却益 14,154,637

    その他 43,927,696

純行政コスト 12,313,575,725



【様式第3号】

自治体名：広川町

会計：連結会計 （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 19,611,566,011 30,825,417,400 -11,213,851,389 -

  純行政コスト（△） -12,313,575,725 -12,313,575,725 -

  財源 13,034,946,669 13,034,946,669 -

    税収等 9,470,939,137 9,470,939,137 -

    国県等補助金 3,564,007,532 3,564,007,532 -

  本年度差額 721,370,944 721,370,944 -

  固定資産等の変動（内部変動） 986,904,907 -986,904,907

    有形固定資産等の増加 1,562,229,350 -1,562,229,350

    有形固定資産等の減少 -946,214,234 946,214,234

    貸付金・基金等の増加 778,306,315 -778,306,315

    貸付金・基金等の減少 -407,416,524 407,416,524

  資産評価差額 -25,395,108 -25,395,108

  無償所管換等 46,055,460 46,055,460

  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 - 24,459,098 -24,459,098 -

  その他 -48,927,756 237,794,015 -286,721,771

  本年度純資産変動額 693,103,540 1,269,818,372 -576,714,832 -

本年度末純資産残高 20,304,669,551 32,095,235,772 -11,790,566,221 -

連結純資産変動計算書
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：連結会計 （単位：円）

連結資金収支計算書
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 13,619,106,885

    業務費用支出 4,359,334,068

      人件費支出 2,051,826,860

      物件費等支出 2,039,748,018

      支払利息支出 159,068,389

      その他の支出 108,690,801

    移転費用支出 9,259,772,817

      補助金等支出 8,323,121,752

      社会保障給付支出 909,403,361

      その他の支出 27,247,704

  業務収入 14,719,080,052

    税収等収入 9,454,839,978

    国県等補助金収入 3,167,959,532

    使用料及び手数料収入 1,749,957,245

    その他の収入 346,323,297

  臨時支出 9,703,456

    災害復旧事業費支出 9,699,360

    その他の支出 4,096

  臨時収入 9,286,764

業務活動収支 1,099,556,475

【投資活動収支】

  投資活動支出 2,311,447,273

    公共施設等整備費支出 1,586,143,938

    基金積立金支出 502,429,803

    投資及び出資金支出 31,761,185

    貸付金支出 50,004,226

    その他の支出 141,108,121

  投資活動収入 1,256,442,723

    国県等補助金収入 408,002,223

    基金取崩収入 207,369,593

    貸付金元金回収収入 50,774,082

    資産売却収入 13,539,585

    その他の収入 576,757,240

投資活動収支 -1,055,004,550

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,043,333,502

    地方債等償還支出 846,186,593

    その他の支出 197,146,909

  財務活動収入 1,259,838,766

    地方債等発行収入 1,103,903,284

    その他の収入 155,935,482

前年度末歳計外現金残高 12,777,919

本年度歳計外現金増減額 3,179,926

本年度末歳計外現金残高 15,957,845

本年度末現金預金残高 2,289,522,152

財務活動収支 216,505,264

本年度資金収支額 261,057,189

前年度末資金残高 2,012,507,118

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 2,273,564,307


