
【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 30,701,827,307   固定負債 14,762,341,246

    有形固定資産 26,979,494,258     地方債等 10,115,707,192

      事業用資産 9,451,129,279     長期未払金 297,383,735

        土地 3,231,998,519     退職手当引当金 1,235,437,140

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 11,319,868,337     その他 3,113,813,179

        建物減価償却累計額 -5,515,281,558   流動負債 1,349,503,949

        工作物 529,213,953     １年内償還予定地方債等 996,416,145

        工作物減価償却累計額 -211,068,554     未払金 206,074,347

        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 109,756,072

        航空機 -     預り金 36,257,941

        航空機減価償却累計額 -     その他 999,444

        その他 - 負債合計 16,111,845,195

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 96,398,582   固定資産等形成分 32,689,642,159

      インフラ資産 16,670,708,124   余剰分（不足分） -13,489,704,432

        土地 1,580,862,982   他団体出資等分 -

        建物 266,827,430

        建物減価償却累計額 -149,031,738

        工作物 24,992,986,501

        工作物減価償却累計額 -10,365,935,805

        その他 1,011,714

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 343,987,040

      物品 3,473,826,428

      物品減価償却累計額 -2,616,169,573

    無形固定資産 1,089,592,691

      ソフトウェア 5,283,673

      その他 1,084,309,018

    投資その他の資産 2,632,740,358

      投資及び出資金 107,328,947

        有価証券 100,795,947

        出資金 6,533,000

        その他 -

      長期延滞債権 106,217,761

      長期貸付金 -

      基金 2,428,325,539

        減債基金 201,304,924

        その他 2,227,020,615

      その他 558,098

      徴収不能引当金 -9,689,987

  流動資産 4,609,955,615

    現金預金 2,189,247,116

    未収金 396,357,646

    短期貸付金 50,000,000

    基金 1,937,814,852

      財政調整基金 1,937,814,852

      減債基金 -

    棚卸資産 21,060,116

    その他 19,681,744

    徴収不能引当金 -4,205,859

  繰延資産 - 純資産合計 19,199,937,727

資産合計 35,311,782,922 負債及び純資産合計 35,311,782,922

連結貸借対照表
（令和2年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：広川町

会計：連結会計 （単位：円）

    資産売却益 6,814,958

    その他 -

純行政コスト 12,405,357,244

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 5,388,222

  臨時利益 6,814,958

  臨時損失 81,016,675

    災害復旧事業費 66,005,231

    資産除売却損 9,623,222

    使用料及び手数料 1,803,876,645

    その他 281,031,810

純経常行政コスト 12,331,155,527

      社会保障給付 1,046,297,604

      その他 27,746,284

  経常収益 2,084,908,455

        その他 134,985,766

    移転費用 9,095,162,739

      補助金等 8,021,118,851

      その他の業務費用 264,420,439

        支払利息 119,573,440

        徴収不能引当金繰入額 9,861,233

        維持補修費 170,553,341

        減価償却費 1,016,863,721

        その他 -

        その他 353,256,946

      物件費等 3,051,180,543

        物件費 1,863,763,481

        職員給与費 1,504,234,052

        賞与等引当金繰入額 109,756,072

        退職手当引当金繰入額 38,053,191

  経常費用 14,416,063,982

    業務費用 5,320,901,243

      人件費 2,005,300,261

連結行政コスト計算書
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：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 20,731,995,739 34,143,249,740 -13,411,254,001 -

  純行政コスト（△） -12,405,357,244 -12,405,357,244 -

  財源 12,633,317,236 12,633,317,236 -

    税収等 8,229,095,537 8,229,095,537 -

    国県等補助金 4,404,221,699 4,404,221,699 -

  本年度差額 227,959,992 227,959,992 -

  固定資産等の変動（内部変動） 321,023,498 -321,023,498

    有形固定資産等の増加 1,375,063,454 -1,375,063,454

    有形固定資産等の減少 -1,026,145,716 1,026,145,716

    貸付金・基金等の増加 503,730,022 -503,730,022

    貸付金・基金等の減少 -531,624,262 531,624,262

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -6,977,776 -6,977,776

  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 -58,431,213 -54,055,157 -4,376,056 -

  その他 -1,694,609,015 -1,713,598,146 18,989,131

  本年度純資産変動額 -1,532,058,012 -1,453,607,581 -78,450,431 -

本年度末純資産残高 19,199,937,727 32,689,642,159 -13,489,704,432 -

連結純資産変動計算書
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：連結会計 （単位：円）

前年度末歳計外現金残高 15,710,559

本年度歳計外現金増減額 -1,897,399

本年度末歳計外現金残高 13,813,160

本年度末現金預金残高 2,189,247,116

財務活動収支 -135,576,744

本年度資金収支額 15,757,754

前年度末資金残高 2,156,672,781

比例連結割合変更に伴う差額 3,003,421

本年度末資金残高 2,175,433,956

    地方債等償還支出 968,855,379

    その他の支出 17,289,090

  財務活動収入 850,567,725

    地方債等発行収入 850,567,725

    その他の収入 -

    資産売却収入 7,961,126

    その他の収入 26,554,776

投資活動収支 -1,136,511,371

【財務活動収支】

  財務活動支出 986,144,469

    その他の支出 493,111

  投資活動収入 638,596,920

    国県等補助金収入 203,383,750

    基金取崩収入 350,198,508

    貸付金元金回収収入 50,498,760

  投資活動支出 1,775,108,291

    公共施設等整備費支出 1,377,012,379

    基金積立金支出 249,756,729

    投資及び出資金支出 97,846,072

    貸付金支出 50,000,000

    災害復旧事業費支出 66,005,231

    その他の支出 5,388,222

  臨時収入 23,373,000

業務活動収支 1,287,845,869

【投資活動収支】

    税収等収入 8,200,271,734

    国県等補助金収入 4,136,198,486

    使用料及び手数料収入 1,845,340,954

    その他の収入 259,856,305

  臨時支出 71,393,453

    移転費用支出 9,077,610,899

      補助金等支出 8,003,567,011

      社会保障給付支出 1,046,297,604

      その他の支出 27,746,284

  業務収入 14,441,667,479

    業務費用支出 4,028,190,258

      人件費支出 1,985,223,409

      物件費等支出 1,798,003,475

      支払利息支出 119,573,440

      その他の支出 125,389,934

連結資金収支計算書
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 13,105,801,157


