
【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 21,467,006,462   固定負債 7,073,866,909

    有形固定資産 17,140,557,640     地方債 6,405,119,909

      事業用資産 7,734,955,643     長期未払金 -

        土地 2,817,164,603     退職手当引当金 668,747,000

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 8,647,977,388     その他 -

        建物減価償却累計額 -3,998,280,908   流動負債 743,920,698

        工作物 342,953,187     １年内償還予定地方債 663,067,592

        工作物減価償却累計額 -84,148,471     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 67,097,527

        航空機 -     預り金 13,755,579

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 7,817,787,607

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 9,289,844   固定資産等形成分 23,294,746,307

      インフラ資産 9,280,369,608   余剰分（不足分） -7,507,258,549

        土地 1,441,109,470

        建物 163,073,554

        建物減価償却累計額 -93,977,978

        工作物 14,493,598,177

        工作物減価償却累計額 -6,790,540,345

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 67,106,730

      物品 339,830,081

      物品減価償却累計額 -214,597,692

    無形固定資産 2,476,656

      ソフトウェア 2,476,656

      その他 -

    投資その他の資産 4,323,972,166

      投資及び出資金 2,675,707,167

        有価証券 5,000,000

        出資金 2,670,707,167

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 51,736,894

      長期貸付金 -

      基金 1,598,988,401

        減債基金 201,304,924

        その他 1,397,683,477

      その他 -

      徴収不能引当金 -2,460,296

  流動資産 2,138,268,903

    現金預金 284,644,424

    未収金 26,760,570

    短期貸付金 50,000,000

    基金 1,777,739,845

      財政調整基金 1,777,739,845

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 848,400

    徴収不能引当金 -1,724,336 純資産合計 15,787,487,758

資産合計 23,605,275,365 負債及び純資産合計 23,605,275,365

貸借対照表
（令和2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 6,243,434,137

    その他 -

  臨時利益 6,814,958

    資産売却益 6,814,958

    資産除売却損 4,434,361

    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 6,179,809,503

  臨時損失 70,439,592

    災害復旧事業費 66,005,231

  経常収益 226,394,285

    使用料及び手数料 45,342,502

    その他 181,051,783

      社会保障給付 1,046,297,604

      他会計への繰出金 383,280,480

      その他 25,829,796

        その他 21,531,863

    移転費用 3,713,350,192

      補助金等 2,257,942,312

      その他の業務費用 75,896,339

        支払利息 50,179,844

        徴収不能引当金繰入額 4,184,632

        維持補修費 48,558,967

        減価償却費 560,245,147

        その他 -

        その他 233,389,006

      物件費等 1,552,181,785

        物件費 943,377,671

        職員給与費 764,288,939

        賞与等引当金繰入額 67,097,527

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 6,406,203,788

    業務費用 2,692,853,596

      人件費 1,064,775,472

行政コスト計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2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 15,660,562,059 23,023,397,290 -7,362,835,231

  純行政コスト（△） -6,243,434,137 -6,243,434,137

  財源 6,377,661,385 6,377,661,385

    税収等 4,595,110,116 4,595,110,116

    国県等補助金 1,782,551,269 1,782,551,269

  本年度差額 134,227,248 134,227,248

  固定資産等の変動（内部変動） 278,650,566 -278,650,566

    有形固定資産等の増加 850,027,640 -850,027,640

    有形固定資産等の減少 -565,040,480 565,040,480

    貸付金・基金等の増加 380,263,108 -380,263,108

    貸付金・基金等の減少 -386,599,702 386,599,702

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -7,280,176 -7,280,176

  その他 -21,373 -21,373 -

  本年度純資産変動額 126,925,699 271,349,017 -144,423,318

本年度末純資産残高 15,787,487,758 23,294,746,307 -7,507,258,549

純資産変動計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2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 15,654,880

本年度歳計外現金増減額 -1,899,301

本年度末歳計外現金残高 13,755,579

本年度末現金預金残高 284,644,424

    その他の収入 -

財務活動収支 -6,200,208

本年度資金収支額 -157,009,283

前年度末資金残高 427,898,128

本年度末資金残高 270,888,845

  財務活動支出 640,847,208

    地方債償還支出 640,847,208

    その他の支出 -

  財務活動収入 634,647,000

    地方債発行収入 634,647,000

    貸付金元金回収収入 50,498,760

    資産売却収入 7,175,930

    その他の収入 699,000

投資活動収支 -669,362,511

【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 519,982,690

    国県等補助金収入 165,538,000

    基金取崩収入 296,071,000

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,189,345,201

    公共施設等整備費支出 850,027,640

    基金積立金支出 128,324,237

    投資及び出資金支出 160,993,324

  臨時支出 66,005,231

    災害復旧事業費支出 66,005,231

    その他の支出 -

  臨時収入 23,373,000

業務活動収支 518,553,436

  業務収入 6,398,963,702

    税収等収入 4,584,659,948

    国県等補助金収入 1,593,640,269

    使用料及び手数料収入 45,265,702

    その他の収入 175,397,783

    移転費用支出 3,713,350,192

      補助金等支出 2,257,942,312

      社会保障給付支出 1,046,297,604

      他会計への繰出支出 383,280,480

      その他の支出 25,829,796

    業務費用支出 2,124,427,843

      人件費支出 1,064,666,938

      物件費等支出 991,936,638

      支払利息支出 50,179,844

      その他の支出 17,644,423

資金収支計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 5,837,778,035


