
【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 25,941,947,550   固定負債 10,557,197,835

    有形固定資産 22,528,007,524     地方債等 9,395,962,359

      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 486,661,476

        建物減価償却累計額 -3,885,655,659   流動負債 893,501,591

        工作物 318,684,108     １年内償還予定地方債等 769,371,943

        工作物減価償却累計額 -67,590,867     未払金 33,276,290

        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 72,063,818

        航空機 -     預り金 18,789,540

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 11,450,699,426

        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 27,867,151,597

      インフラ資産 14,939,809,887   余剰分（不足分） -9,838,608,631

        土地 1,433,339,346   他団体出資等分 -

        建物 166,482,406

        建物減価償却累計額 -94,762,895

        工作物 23,173,285,118

        工作物減価償却累計額 -9,794,398,008

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 55,863,920

      物品 450,776,086

      物品減価償却累計額 -306,918,269

    無形固定資産 5,993,062

      ソフトウェア 5,993,062

      その他 -

    投資その他の資産 3,407,946,964

      投資及び出資金 1,637,192,216

        有価証券 5,000,000

        出資金 1,632,192,216

        その他 -

      長期延滞債権 107,297,374

      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 -5,813,588

  流動資産 3,537,294,842

    現金預金 1,542,398,624

    未収金 72,326,978

    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 -3,656,207

  繰延資産 - 純資産合計 18,028,542,966

資産合計 29,479,242,392 負債及び純資産合計 29,479,242,392

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：全体会計 （単位：円）

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

  経常費用 8,863,661,360

    業務費用 3,132,161,357

      人件費 1,148,675,835

        職員給与費 829,554,570

        賞与等引当金繰入額 72,063,818

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 247,057,447

      物件費等 1,820,764,725

        物件費 1,012,208,102

        維持補修費 33,729,079

        減価償却費 774,827,544

        その他 -

      その他の業務費用 162,720,797

        支払利息 107,816,881

        徴収不能引当金繰入額 9,418,560

        その他 45,485,356

    移転費用 5,731,500,003

      補助金等 4,754,102,132

      社会保障給付 960,742,565

      その他 16,655,306

  経常収益 721,425,116

    使用料及び手数料 486,869,095

    その他 234,556,021

純経常行政コスト 8,142,236,244

  臨時損失 73,969,187

    災害復旧事業費 61,048,120

    資産除売却損 10,040,190

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 2,880,877

  臨時利益 1,834,818

    資産売却益 1,783,205

    その他 51,613

純行政コスト 8,214,370,613



【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 17,675,421,484 27,975,312,858 -10,299,891,374 -

  純行政コスト（△） -8,214,370,613 -8,214,370,613 -

  財源 8,565,027,372 8,565,027,372 -

    税収等 5,269,438,787 5,269,438,787 -

    国県等補助金 3,295,588,585 3,295,588,585 -

  本年度差額 350,656,759 350,656,759 -

  固定資産等の変動（内部変動） -92,832,926 92,832,926

    有形固定資産等の増加 878,593,739 -878,593,739

    有形固定資産等の減少 -784,867,734 784,867,734

    貸付金・基金等の増加 379,347,367 -379,347,367

    貸付金・基金等の減少 -565,906,298 565,906,298

  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 - - - -

  その他 17,759,666 -33,392 17,793,058

  本年度純資産変動額 353,121,482 -108,161,261 461,282,743 -

本年度末純資産残高 18,028,542,966 27,867,151,597 -9,838,608,631 -

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：全体会計 （単位：円）

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 8,077,279,145

    業務費用支出 2,345,779,142

      人件費支出 1,150,133,288

      物件費等支出 1,049,152,701

      支払利息支出 107,816,881

      その他の支出 38,676,272

    移転費用支出 5,731,500,003

      補助金等支出 4,754,102,132

      社会保障給付支出 960,742,565

      その他の支出 16,655,306

  業務収入 8,902,055,953

    税収等収入 5,255,054,644

    国県等補助金収入 2,965,863,113

    使用料及び手数料収入 470,848,175

    その他の収入 210,290,021

  臨時支出 63,928,997

    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 30,297,703

業務活動収支 791,145,514

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,158,147,053

    公共施設等整備費支出 878,593,739

    基金積立金支出 135,497,439

    投資及び出資金支出 94,055,875

    貸付金支出 50,000,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 757,640,394

    国県等補助金収入 297,718,029

    基金取崩収入 400,581,000

    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 7,034,400

投資活動収支 -400,506,659

【財務活動収支】

  財務活動支出 898,851,875

    地方債等償還支出 792,950,423

    その他の支出 105,901,452

  財務活動収入 611,587,000

    地方債等発行収入 611,587,000

    その他の収入 -

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 1,542,398,624

財務活動収支 -287,264,875

本年度資金収支額 103,373,980

前年度末資金残高 1,423,369,764

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 1,526,743,744


