
【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 31,016,966,420   固定負債 12,749,168,195

    有形固定資産 26,186,921,570     地方債等 10,261,708,377

      事業用資産 9,160,319,727     長期未払金 314,933,735

        土地 3,232,606,609     退職手当引当金 1,250,143,502

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 10,743,669,012     その他 922,382,581

        建物減価償却累計額 -5,374,734,754   流動負債 1,288,758,716

        工作物 503,587,625     １年内償還予定地方債等 964,107,459

        工作物減価償却累計額 -187,652,385     未払金 184,304,570

        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 109,023,476

        航空機 -     預り金 30,199,813

        航空機減価償却累計額 -     その他 1,123,398

        その他 - 負債合計 14,037,926,911

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 242,843,620   固定資産等形成分 33,075,165,547

      インフラ資産 16,142,831,457   余剰分（不足分） -11,252,305,564

        土地 1,571,816,056   他団体出資等分 -

        建物 261,851,456

        建物減価償却累計額 -143,617,743

        工作物 24,690,864,719

        工作物減価償却累計額 -10,513,294,051

        その他 1,011,714

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 274,199,306

      物品 3,425,058,623

      物品減価償却累計額 -2,541,288,237

    無形固定資産 486,723,716

      ソフトウェア 9,121,278

      その他 477,602,438

    投資その他の資産 4,343,321,134

      投資及び出資金 1,723,081,022

        有価証券 90,888,806

        出資金 1,632,192,216

        その他 -

      長期延滞債権 113,234,789

      長期貸付金 -

      基金 2,516,234,774

        減債基金 190,902,930

        その他 2,325,331,844

      その他 603,125

      徴収不能引当金 -9,832,576

  流動資産 4,843,820,474

    現金預金 2,172,383,340

    未収金 302,642,982

    短期貸付金 50,000,000

    基金 2,008,199,127

      財政調整基金 2,008,199,127

      減債基金 -

    棚卸資産 25,769,200

    その他 288,650,758

    徴収不能引当金 -3,824,933

  繰延資産 - 純資産合計 21,822,859,983

資産合計 35,860,786,894 負債及び純資産合計 35,860,786,894

連結貸借対照表
（平成31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）

    資産売却益 1,902,081

    その他 51,613

純行政コスト 12,047,207,497

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 2,880,877

  臨時利益 1,953,694

  臨時損失 76,521,210

    災害復旧事業費 61,048,120

    資産除売却損 12,592,213

    使用料及び手数料 1,868,293,465

    その他 310,050,081

純経常行政コスト 11,972,639,981

      社会保障給付 960,742,565

      その他 18,819,202

  経常収益 2,178,343,546

        その他 122,623,978

    移転費用 8,896,513,038

      補助金等 7,916,951,271

      その他の業務費用 266,056,358

        支払利息 133,182,006

        徴収不能引当金繰入額 10,250,374

        維持補修費 139,905,694

        減価償却費 1,004,501,374

        その他 2

        その他 350,600,239

      物件費等 2,992,468,103

        物件費 1,848,061,033

        職員給与費 1,502,052,209

        賞与等引当金繰入額 109,023,476

        退職手当引当金繰入額 34,270,104

  経常費用 14,150,983,527

    業務費用 5,254,470,489

      人件費 1,995,946,028

連結行政コスト計算書
自　平成30年4月1日
至　平成31年3月31日

科目名 金額



【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 21,099,717,819 32,900,629,605 -11,800,911,786 -

  純行政コスト（△） -12,047,207,497 -12,047,207,497 -

  財源 12,486,098,128 12,486,098,128 -

    税収等 8,241,331,271 8,241,331,271 -

    国県等補助金 4,244,766,857 4,244,766,857 -

  本年度差額 438,890,631 438,890,631 -

  固定資産等の変動（内部変動） -203,907,363 203,907,363

    有形固定資産等の増加 1,017,283,082 -1,017,283,082

    有形固定資産等の減少 -1,017,208,576 1,017,208,576

    貸付金・基金等の増加 485,972,416 -485,972,416

    貸付金・基金等の減少 -689,954,285 689,954,285

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -15,294,943 -15,294,943

  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 321,459,048 393,771,640 -72,312,592 -

  その他 -21,912,572 -33,392 -21,879,180

  本年度純資産変動額 723,142,164 174,535,942 548,606,222 -

本年度末純資産残高 21,822,859,983 33,075,165,547 -11,252,305,564 -

連結純資産変動計算書
自　平成30年4月1日
至　平成31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）

前年度末歳計外現金残高 16,217,054

本年度歳計外現金増減額 -506,495

本年度末歳計外現金残高 15,710,559

本年度末現金預金残高 2,172,383,340

財務活動収支 -362,816,630

本年度資金収支額 18,658,965

前年度末資金残高 2,156,771,032

比例連結割合変更に伴う差額 -18,757,216

本年度末資金残高 2,156,672,781

    地方債等償還支出 992,187,728

    その他の支出 122,933,511

  財務活動収入 752,304,609

    地方債等発行収入 673,376,049

    その他の収入 78,928,560

    資産売却収入 1,800,250

    その他の収入 229,849,309

投資活動収支 -623,664,976

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,115,121,239

    その他の支出 266,358,668

  投資活動収入 1,034,915,423

    国県等補助金収入 319,159,411

    基金取崩収入 433,582,693

    貸付金元金回収収入 50,523,760

  投資活動支出 1,658,580,399

    公共施設等整備費支出 1,015,605,106

    基金積立金支出 222,650,503

    投資及び出資金支出 103,966,122

    貸付金支出 50,000,000

    災害復旧事業費支出 61,048,120

    その他の支出 2,880,877

  臨時収入 30,301,944

業務活動収支 1,005,140,571

【投資活動収支】

    税収等収入 8,169,150,518

    国県等補助金収入 3,881,334,853

    使用料及び手数料収入 1,869,496,101

    その他の収入 275,039,466

  臨時支出 63,928,997

    移転費用支出 8,896,513,038

      補助金等支出 7,916,951,271

      社会保障給付支出 960,742,565

      その他の支出 18,819,202

  業務収入 14,195,020,938

    業務費用支出 4,259,740,276

      人件費支出 1,973,153,423

      物件費等支出 2,038,089,341

      支払利息支出 133,182,006

      その他の支出 115,315,506

連結資金収支計算書
自　平成30年4月1日
至　平成31年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 13,156,253,314


