
【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 21,098,193,243   固定負債 7,108,114,501

    有形固定資産 16,860,039,050     地方債 6,433,540,501

      事業用資産 7,444,339,820     長期未払金 -

        土地 2,816,204,197     退職手当引当金 674,574,000

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 8,043,788,041     その他 -

        建物減価償却累計額 -3,885,655,659   流動負債 723,491,081

        工作物 318,684,108     １年内償還予定地方債 640,847,208

        工作物減価償却累計額 -67,590,867     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 66,988,993

        航空機 -     預り金 15,654,880

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 7,831,605,582

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 218,910,000   固定資産等形成分 23,023,397,290

      インフラ資産 9,284,114,036   余剰分（不足分） -7,362,835,231

        土地 1,432,100,526

        建物 157,949,160

        建物減価償却累計額 -90,354,229

        工作物 14,269,982,364

        工作物減価償却累計額 -6,504,597,302

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 19,033,517

      物品 326,881,891

      物品減価償却累計額 -195,296,697

    無形固定資産 5,288,262

      ソフトウェア 5,288,262

      その他 -

    投資その他の資産 4,232,865,931

      投資及び出資金 2,514,735,216

        有価証券 5,000,000

        出資金 2,509,735,216

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 51,027,175

      長期貸付金 -

      基金 1,669,270,962

        減債基金 190,902,930

        その他 1,478,368,032

      その他 -

      徴収不能引当金 -2,167,422

  流動資産 2,393,974,398

    現金預金 443,553,008

    未収金 25,936,532

    短期貸付金 50,000,000

    基金 1,875,204,047

      財政調整基金 1,875,204,047

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 1,021,400

    徴収不能引当金 -1,740,589 純資産合計 15,660,562,059

資産合計 23,492,167,641 負債及び純資産合計 23,492,167,641

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：一般会計等 （単位：円）

    その他 -

純行政コスト 6,049,006,125

    その他 -

  臨時利益 1,783,205

    資産売却益 1,783,205

    資産除売却損 -

    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 5,989,741,210

  臨時損失 61,048,120

    災害復旧事業費 61,048,120

  経常収益 263,927,473

    使用料及び手数料 44,096,375

    その他 219,831,098

      社会保障給付 960,742,565

      他会計への繰出金 497,651,698

      その他 15,350,906

        その他 19,789,898

    移転費用 3,638,988,237

      補助金等 2,165,243,068

      その他の業務費用 82,606,282

        支払利息 58,908,373

        徴収不能引当金繰入額 3,908,011

        維持補修費 26,669,794

        減価償却費 577,355,929

        その他 -

        その他 232,516,594

      物件費等 1,465,523,374

        物件費 861,497,651

        職員給与費 767,045,203

        賞与等引当金繰入額 66,988,993

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 6,253,668,683

    業務費用 2,614,680,446

      人件費 1,066,550,790

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：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 15,680,189,524 23,277,606,844 -7,597,417,320

  純行政コスト（△） -6,049,006,125 -6,049,006,125

  財源 6,044,706,995 6,044,706,995

    税収等 4,540,983,890 4,540,983,890

    国県等補助金 1,503,723,105 1,503,723,105

  本年度差額 -4,299,130 -4,299,130

  固定資産等の変動（内部変動） -238,881,219 238,881,219

    有形固定資産等の増加 517,344,666 -517,344,666

    有形固定資産等の減少 -577,355,929 577,355,929

    貸付金・基金等の増加 319,392,586 -319,392,586

    貸付金・基金等の減少 -498,262,542 498,262,542

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -15,294,943 -15,294,943

  その他 -33,392 -33,392 -

  本年度純資産変動額 -19,627,465 -254,209,554 234,582,089

本年度末純資産残高 15,660,562,059 23,023,397,290 -7,362,835,231

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：一般会計等 （単位：円）

前年度末歳計外現金残高 16,086,865

本年度歳計外現金増減額 -431,985

本年度末歳計外現金残高 15,654,880

本年度末現金預金残高 443,553,008

    その他の収入 -

財務活動収支 -239,199,736

本年度資金収支額 -35,994,609

前年度末資金残高 463,892,737

本年度末資金残高 427,898,128

  財務活動支出 681,286,736

    地方債償還支出 676,068,236

    その他の支出 5,218,500

  財務活動収入 442,087,000

    地方債発行収入 442,087,000

    貸付金元金回収収入 50,523,760

    資産売却収入 1,783,205

    その他の収入 -

投資活動収支 -174,491,986

【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 622,405,994

    国県等補助金収入 169,518,029

    基金取崩収入 400,581,000

【投資活動収支】

  投資活動支出 796,897,980

    公共施設等整備費支出 517,344,666

    基金積立金支出 135,497,439

    投資及び出資金支出 94,055,875

  臨時支出 61,048,120

    災害復旧事業費支出 61,048,120

    その他の支出 -

  臨時収入 30,246,090

業務活動収支 377,697,113

  業務収入 6,081,103,485

    税収等収入 4,537,496,126

    国県等補助金収入 1,303,958,986

    使用料及び手数料収入 44,083,275

    その他の収入 195,565,098

    移転費用支出 3,638,988,237

      補助金等支出 2,165,243,068

      社会保障給付支出 960,742,565

      他会計への繰出支出 497,651,698

      その他の支出 15,350,906

    業務費用支出 2,033,616,105

      人件費支出 1,067,832,156

      物件費等支出 888,167,445

      支払利息支出 58,908,373

      その他の支出 18,708,131

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 5,672,604,342


