
【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 27,470,468,421   固定負債 12,715,324,266

    有形固定資産 23,357,583,853     地方債等 9,377,467,768

      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 2,669,109,498

        建物減価償却累計額 -3,998,280,908   流動負債 997,709,352

        工作物 342,953,187     １年内償還予定地方債等 805,641,591

        工作物減価償却累計額 -84,148,471     未払金 105,259,944

        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 70,696,284

        航空機 -     預り金 16,034,379

        航空機減価償却累計額 -     その他 77,154

        その他 - 負債合計 13,713,033,618

        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 29,338,327,621

      インフラ資産 15,435,317,136   余剰分（不足分） -12,165,829,985

        土地 1,442,348,290   他団体出資等分 -

        建物 171,606,800

        建物減価償却累計額 -98,641,334

        工作物 23,471,668,672

        工作物減価償却累計額 -9,618,772,022

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 67,106,730

      物品 520,924,202

      物品減価償却累計額 -333,613,128

    無形固定資産 621,363,557

      ソフトウェア 2,627,856

      その他 618,735,701

    投資その他の資産 3,491,521,011

      投資及び出資金 1,798,164,167

        有価証券 5,000,000

        出資金 1,793,164,167

        その他 -

      長期延滞債権 100,856,141

      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 -6,487,698

  流動資産 3,415,062,833

    現金預金 1,352,188,472

    未収金 195,386,402

    短期貸付金 50,000,000

    基金 1,817,859,200

      財政調整基金 1,817,859,200

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 3,661,150

    徴収不能引当金 -4,032,391

  繰延資産 - 純資産合計 17,172,497,636

資産合計 30,885,531,254 負債及び純資産合計 30,885,531,254

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：全体会計 （単位：円）

    資産売却益 6,814,958

    その他 -

純行政コスト 8,593,327,460

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 1,563,139

  臨時利益 6,814,958

  臨時損失 75,199,948

    災害復旧事業費 66,005,231

    資産除売却損 7,631,578

    使用料及び手数料 493,248,572

    その他 194,605,077

純経常行政コスト 8,524,942,470

      社会保障給付 1,046,297,604

      その他 26,141,796

  経常収益 687,853,649

        その他 59,026,767

    移転費用 5,958,105,981

      補助金等 4,885,666,581

      その他の業務費用 166,956,864

        支払利息 97,420,443

        徴収不能引当金繰入額 10,509,654

        維持補修費 57,506,277

        減価償却費 795,958,042

        その他 -

        その他 246,263,454

      物件費等 1,954,738,217

        物件費 1,101,273,898

        職員給与費 816,035,319

        賞与等引当金繰入額 70,696,284

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 9,212,796,119

    業務費用 3,254,690,138

      人件費 1,132,995,057

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：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 16,937,678,722 28,935,235,790 -11,997,557,068 -

  純行政コスト（△） -8,593,327,460 -8,593,327,460 -

  財源 8,817,254,603 8,817,254,603 -

    税収等 5,316,192,508 5,316,192,508 -

    国県等補助金 3,501,062,095 3,501,062,095 -

  本年度差額 223,927,143 223,927,143 -

  固定資産等の変動（内部変動） 410,090,980 -410,090,980

    有形固定資産等の増加 1,186,373,312 -1,186,373,312

    有形固定資産等の減少 -803,950,592 803,950,592

    貸付金・基金等の増加 473,139,818 -473,139,818

    貸付金・基金等の減少 -445,471,558 445,471,558

  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 - - - -

  その他 17,869,547 -21,373 17,890,920

  本年度純資産変動額 234,818,914 403,091,831 -168,272,917 -

本年度末純資産残高 17,172,497,636 29,338,327,621 -12,165,829,985 -

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：全体会計 （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 1,352,188,472

財務活動収支 17,775,057

本年度資金収支額 -188,310,851

前年度末資金残高 1,526,743,744

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 1,338,432,893

    地方債等償還支出 769,371,943

    その他の支出 -

  財務活動収入 787,147,000

    地方債等発行収入 787,147,000

    その他の収入 -

    資産売却収入 7,175,930

    その他の収入 23,471,460

投資活動収支 -1,023,548,189

【財務活動収支】

  財務活動支出 769,371,943

    その他の支出 493,111

  投資活動収入 542,755,150

    国県等補助金収入 165,538,000

    基金取崩収入 296,071,000

    貸付金元金回収収入 50,498,760

  投資活動支出 1,566,303,339

    公共施設等整備費支出 1,186,373,312

    基金積立金支出 168,443,592

    投資及び出資金支出 160,993,324

    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 1,563,139

  臨時収入 23,373,000

業務活動収支 817,462,281

【投資活動収支】

    税収等収入 5,287,368,705

    国県等補助金収入 3,259,755,447

    使用料及び手数料収入 500,847,544

    その他の収入 188,887,209

  臨時支出 67,568,370

    移転費用支出 5,940,554,141

      補助金等支出 4,868,114,741

      社会保障給付支出 1,046,297,604

      その他の支出 26,141,796

  業務収入 9,236,858,905

    業務費用支出 2,434,647,113

      人件費支出 1,131,807,248

      物件費等支出 1,155,967,636

      支払利息支出 97,420,443

      その他の支出 49,451,786

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 8,375,201,254


