
【様式第1号】

自治体名：広川町

会計：全体会計 （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 25,624,654,248   固定負債 10,785,386,434

    有形固定資産 22,172,503,040     地方債等 9,465,285,725

      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 539,526,709

        建物減価償却累計額 -3,738,605,596   流動負債 1,028,030,138

        工作物 216,644,530     １年内償還予定地方債等 760,215,441

        工作物減価償却累計額 -43,035,611     未払金 16,580,805

        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 72,199,238

        航空機 -     預り金 33,534,017

        航空機減価償却累計額 -     その他 145,500,637

        その他 - 負債合計 11,813,416,572

        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 27,689,220,286

      インフラ資産 14,799,490,362   余剰分（不足分） -10,400,043,416

        土地 1,414,706,777   他団体出資等分 -

        建物 164,077,366

        建物減価償却累計額 -85,815,794

        工作物 22,080,930,580

        工作物減価償却累計額 -8,886,367,739

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 111,959,172

      物品 367,012,522

      物品減価償却累計額 -217,355,138

    無形固定資産 27,961,104

      ソフトウェア 27,961,104

      その他 -

    投資その他の資産 3,424,190,104

      投資及び出資金 1,435,584,211

        有価証券 5,000,000

        出資金 1,430,584,211

        その他 -

      長期延滞債権 136,777,217

      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 -5,946,875

  流動資産 3,477,939,194

    現金預金 1,359,797,213

    未収金 55,415,295

    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 -2,573,752

  繰延資産 - 純資産合計 17,289,176,870

資産合計 29,102,593,442 負債及び純資産合計 29,102,593,442

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：全体会計 （単位：円）

    資産売却益 13,487,660

    その他 43,587,683

純行政コスト 8,394,418,157

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 413,794

  臨時利益 57,075,343

  臨時損失 15,985,717

    災害復旧事業費 9,699,360

    資産除売却損 5,872,563

    使用料及び手数料 465,031,563

    その他 167,522,919

純経常行政コスト 8,435,507,783

      社会保障給付 909,403,361

      その他 24,738,488

  経常収益 632,554,482

        その他 54,611,320

    移転費用 5,937,220,117

      補助金等 5,003,078,268

      その他の業務費用 193,058,600

        支払利息 129,972,533

        徴収不能引当金繰入額 8,474,747

        維持補修費 80,320,824

        減価償却費 722,711,033

        その他 3,665,707

        その他 232,900,630

      物件費等 1,799,724,147

        物件費 993,026,583

        職員給与費 832,959,533

        賞与等引当金繰入額 72,199,238

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 9,068,062,265

    業務費用 3,130,842,148

      人件費 1,138,059,401

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



【様式第3号】

自治体名：広川町

会計：全体会計 （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 16,554,303,267 26,775,925,599 -10,221,622,332 -

  純行政コスト（△） -8,394,418,157 -8,394,418,157 -

  財源 9,085,831,565 9,085,831,565 -

    税収等 6,374,142,085 6,374,142,085 -

    国県等補助金 2,711,689,480 2,711,689,480 -

  本年度差額 691,413,408 691,413,408 -

  固定資産等の変動（内部変動） 912,636,897 -912,636,897

    有形固定資産等の増加 1,354,230,977 -1,354,230,977

    有形固定資産等の減少 -728,635,521 728,635,521

    貸付金・基金等の増加 674,133,004 -674,133,004

    貸付金・基金等の減少 -387,091,563 387,091,563

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 657,790 657,790

  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 42,802,405 42,802,405

  本年度純資産変動額 734,873,603 913,294,687 -178,421,084 -

本年度末純資産残高 17,289,176,870 27,689,220,286 -10,400,043,416 -

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：全体会計 （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 1,359,797,213

財務活動収支 201,365,615

本年度資金収支額 -119,745,634

前年度末資金残高 1,463,672,540

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 1,343,926,906

    地方債等償還支出 700,657,559

    その他の支出 183,736,063

  財務活動収入 1,085,759,237

    地方債等発行収入 943,833,000

    その他の収入 141,926,237

    資産売却収入 13,539,585

    その他の収入 2,116,900

投資活動収支 -1,182,929,957

【財務活動収支】

  財務活動支出 884,393,622

    その他の支出 519,407

  投資活動収入 651,769,075

    国県等補助金収入 394,209,000

    基金取崩収入 191,133,734

    貸付金元金回収収入 50,769,856

  投資活動支出 1,834,699,032

    公共施設等整備費支出 1,354,230,977

    基金積立金支出 416,948,648

    投資及び出資金支出 13,000,000

    貸付金支出 50,000,000

    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 861,818,708

【投資活動収支】

    税収等収入 6,373,907,526

    国県等補助金収入 2,315,641,480

    使用料及び手数料収入 476,643,327

    その他の収入 163,080,031

  臨時支出 9,703,456

    移転費用支出 5,987,001,374

      補助金等支出 5,052,859,525

      社会保障給付支出 909,403,361

      その他の支出 24,738,488

  業務収入 9,329,272,364

    業務費用支出 2,480,035,590

      人件費支出 1,228,477,091

      物件費等支出 1,070,250,438

      支払利息支出 129,972,533

      その他の支出 51,335,528

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 8,467,036,964


