
【様式第1号】

自治体名：川根本町

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 32,715,328,813   固定負債 6,056,139,950

    有形固定資産 30,480,804,489     地方債 4,747,537,950

      事業用資産 15,462,595,104     長期未払金 -

        土地 3,683,441,464     退職手当引当金 1,308,602,000

        立木竹 3,449,450,600     損失補償等引当金 -

        建物 16,115,428,655     その他 -

        建物減価償却累計額 -11,500,120,165   流動負債 658,219,167

        工作物 9,154,424,559     １年内償還予定地方債 573,409,100

        工作物減価償却累計額 -5,441,405,009     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 79,917,487

        航空機 -     預り金 4,892,580

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 6,714,359,117

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 1,375,000   固定資産等形成分 33,592,278,550

      インフラ資産 14,639,188,808   余剰分（不足分） -6,496,381,129

        土地 89,656,646

        建物 514,555,447

        建物減価償却累計額 -174,722,590

        工作物 33,721,374,022

        工作物減価償却累計額 -19,553,686,717

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 42,012,000

      物品 1,327,011,872

      物品減価償却累計額 -947,991,295

    無形固定資産 45,548,589

      ソフトウェア 45,548,589

      その他 -

    投資その他の資産 2,188,975,735

      投資及び出資金 26,159,288

        有価証券 -

        出資金 26,159,288

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 15,821,338

      長期貸付金 3,156,000

      基金 2,145,964,894

        減債基金 75,105,313

        その他 2,070,859,581

      その他 -

      徴収不能引当金 -2,125,785

  流動資産 1,094,927,725

    現金預金 206,401,202

    未収金 12,021,675

    短期貸付金 -

    基金 876,949,737

      財政調整基金 876,949,737

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -444,889 純資産合計 27,095,897,421

資産合計 33,810,256,538 負債及び純資産合計 33,810,256,538

貸借対照表
（令和2年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：川根本町

会計：一般会計等 （単位：円）

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

  経常費用 5,863,763,799

    業務費用 4,737,240,075

      人件費 1,296,561,498

        職員給与費 919,724,628

        賞与等引当金繰入額 79,917,487

        退職手当引当金繰入額 86,982,475

        その他 209,936,908

      物件費等 3,398,348,220

        物件費 1,616,408,137

        維持補修費 34,104,465

        減価償却費 1,747,835,618

        その他 -

      その他の業務費用 42,330,357

        支払利息 23,565,092

        徴収不能引当金繰入額 2,570,674

        その他 16,194,591

    移転費用 1,126,523,724

      補助金等 496,043,658

      社会保障給付 274,059,255

      他会計への繰出金 353,268,090

      その他 3,152,721

  経常収益 279,075,066

    使用料及び手数料 85,141,770

    その他 193,933,296

純経常行政コスト 5,584,688,733

  臨時損失 58,158,353

    災害復旧事業費 55,420,190

    資産除売却損 2,738,163

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

純行政コスト 5,642,377,087

    その他 -

  臨時利益 469,999

    資産売却益 469,999



【様式第3号】

自治体名：川根本町

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 28,154,213,945 34,846,567,995 -6,692,354,050

  純行政コスト（△） -5,642,377,087 -5,642,377,087

  財源 4,544,279,659 4,544,279,659

    税収等 3,988,031,418 3,988,031,418

    国県等補助金 556,248,241 556,248,241

  本年度差額 -1,098,097,428 -1,098,097,428

  固定資産等の変動（内部変動） -1,294,070,349 1,294,070,349

    有形固定資産等の増加 1,308,222,199 -1,308,222,199

    有形固定資産等の減少 -2,502,455,057 2,502,455,057

    貸付金・基金等の増加 79,692,669 -79,692,669

    貸付金・基金等の減少 -179,530,160 179,530,160

  資産評価差額 -504,666 -504,666

  無償所管換等 40,285,570 40,285,570

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -1,058,316,524 -1,254,289,445 195,972,921

本年度末純資産残高 27,095,897,421 33,592,278,550 -6,496,381,129

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：川根本町

会計：一般会計等 （単位：円）

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 4,110,429,130

    業務費用支出 2,898,832,931

      人件費支出 1,208,560,646

      物件費等支出 1,650,512,602

      支払利息支出 23,565,092

      その他の支出 16,194,591

    移転費用支出 1,211,596,199

      補助金等支出 581,116,133

      社会保障給付支出 274,059,255

      他会計への繰出支出 353,268,090

      その他の支出 3,152,721

  業務収入 4,714,856,851

    税収等収入 3,989,417,573

    国県等補助金収入 451,944,547

    使用料及び手数料収入 82,473,630

    その他の収入 191,021,101

  臨時支出 55,420,190

    災害復旧事業費支出 55,420,190

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 549,007,531

【投資活動収支】

  投資活動支出 609,985,855

    公共施設等整備費支出 566,688,415

    基金積立金支出 42,337,440

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 960,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 258,551,355

    国県等補助金収入 104,303,694

    基金取崩収入 153,055,578

    貸付金元金回収収入 342,000

    資産売却収入 850,083

    その他の収入 -

投資活動収支 -351,434,500

【財務活動収支】

  財務活動支出 614,756,934

    地方債償還支出 614,756,934

    その他の支出 -

  財務活動収入 384,443,000

    地方債発行収入 384,443,000

前年度末歳計外現金残高 9,153,069

本年度歳計外現金増減額 -4,260,489

本年度末歳計外現金残高 4,892,580

本年度末現金預金残高 206,401,202

    その他の収入 -

財務活動収支 -230,313,934

本年度資金収支額 -32,740,903

前年度末資金残高 234,249,525

本年度末資金残高 201,508,622



１．重要な会計方針
(１)有形固定資産及び無形固定資産の評価基準及び評価方法
①有形固定資産・・・取得原価
ただし、開始時の評価基準及び評価方法については、次のとおりです。
ア．昭和59年度以前に取得したもの・・・再調達原価
ただし、道路、河川及び水路の敷地においては備忘価額１円としています。

イ．昭和60年度以後に取得したもの
取得原価が判明しているもの・・・取得原価
取得原価が不明なもの・・・・・・再調達原価
ただし、取得価額が不明な道路、河川及び水路の敷地は備忘価額１円としています。

②無形固定資産・・・取得原価
ただし、開始時の評価基準及び評価方法については、次のとおりです。
取得原価が判明しているもの・・・取得原価
取得原価が不明なもの・・・・・・再調達原価

(２)有価証券及び出資金の評価基準及び評価方法
①満期保有目的有価証券・・・償却原価法（定額法）
②満期保有目的以外の有価証券
ア．市場価格のあるもの・・・会計年度末における市場価格（売却原価は移動平均法により算定）
イ．市場価格のないもの・・・取得原価（又は償却原価法（定額法））

③出資金
ア．市場価格のあるもの・・・会計年度末における市場価格（売却原価は移動平均法により算定）
イ．市場価格のないもの・・・出資金額

(３)棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし

(４)有形固定資産等の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法
なお、主な耐用年数は以下のとおりです。
建物 ５年～50年
工作物 ５年～75年
物品 ２年～15年

②無形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法
（ソフトウェアについては、法定耐用年数（５年）に基づく定額法によっています。）

③リース資産
ア．所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
（リース期間が１年以内のリース取引及びリース契約１件あたりのリース料総額が300万円以下のファイナンス・リース取引を除く）
・・・自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法

イ．所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
・・・リース期間を耐用年数とし、残存価値をゼロとする定額法

(５)引当金の計上基準及び算定方法
①投資損失引当金
市場価格のない投資及び出資金のうち、連結対象団体（会計）に対するものについて、実質価額が著しく低下した場合における実質価額と取得価額
との差額を計上しています。

②徴収不能引当金
未収金については、過去５年間の平均不能欠損率（又は個別に回収可能性を検討し）、徴収不能見込額を計上しています。
長期延滞債権については、過去５年間の平均不能欠損率により（又は個別に回収可能性を検討し）、徴収不能見込額を計上しています。
長期貸付金については、過去５年間の平均不能欠損率により（又は個別に回収可能性を検討し）、徴収不能見込額を計上しています。

③退職手当引当金
退職手当債務から組合への加入時以降の負担金の累計額から既に職員に対し退職手当として支給された額の総額を控除した額に、組合における積立
金額の運用益のうち川根本町へ按分される額を加算した額を控除した額を計上しています。

④損失補償等引当金
履行すべき額が確定していない損失補償債務等のうち、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に規定する将来負担比率の算定に含めた
将来負担額を計上しています。

⑤賞与等引当金
翌年度６月支給予定の期末手当及び勤勉手当並びにそれらに係る法定福利費相当額の見込額について、それぞれ本会計年度の期間に対応する
部分を計上しています。

(６)リース取引の処理方法
①ファイナンス・リース取引
通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。

②オペレーティング・リース取引
通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。

(７)資金収支計算書における資金の範囲
現金（手許現金及び要求払預金）及び現金同等物（川根本町資金管理方針において、歳計現金等の保管方法として規定した預金等をいいます。）
なお、現金及び現金同等物には、出納整理期間における取引により発生する資金の受払いを含んでいます。

(８)その他財務書類作成のための基本となる重要な事項
①物品及びソフトウェアの計上基準
物品については、取得価額及び見積価格が50万円（美術品は300万円）以上の場合に資産として計上しています。
ソフトウェアについても物品の取扱いに準じています。

②資本的支出と修繕費の区分基準
資本的支出と修繕費の区分基準については、金額が60万円未満であるとき、又は固定資産の取得価額等のおおむね10％未満相当額以下であると
きに修繕費として処理しています。

２．重要な会計方針の変更等
該当事項なし

３．重要な後発事象
該当事項なし

４．偶発債務
該当事項なし

注　記



５．追加情報
(１)財務書類の内容を理解するために必要と認められる事項
①一般会計等財務書類の対象範囲は次のとおりです。
一般会計

②地方自治法第235条の５に基づき出納整理期間が設けられている会計においては、出納整理期間における現金の受払い等を終了した後の係数を
もって会計年度末の係数としています。

③地方公共団体の財政の健全化に関する法律における健全化判断比率の状況は、次のとおりです。
実質赤字比率 -%
連結実質赤字比率 -%
実質公債費比率 3.2%
将来負担比率 -%

④利子補給等に係る債務負担行為の翌年度以降の支出予定額 該当事項なし
⑤繰越事業に係る将来の支出予定額 0 千円

(２)貸借対照表に係る事項
②売却可能資産の範囲及び内訳は、次のとおりです。
ア．範囲

普通財産（土地）の内、町有地有効活用検討委員会で売却可能の判断がされた土地を計上。
イ．内訳

事業用資産 23,716,000円 （21,760,447円）
土地 23,716,000円 （21,760,447円）
平成30年3月31日時点における売却可能価額を記載しています。
売却可能価額は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律における評価方法によっています。
上記の（21,760,447円）は貸借対照表における簿価を記載しています。

④減債基金に係る積立不足額 該当事項なし
⑤基金借入金（繰替運用） 該当事項なし
⑥地方交付税措置のある地方債のうち、将来の普通交付税の算定基礎である基準財政需要額に含まれることが見込まれる金額

5,411,468 千円
⑦地方公共団体の財政の健全化に関する法律における将来負担比率の算定要素は、次のとおりです。
標準財政規模 3,818,819 千円
元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額 617,258 千円
将来負担額 7,010,807 千円
充当可能基金額 2,160,252 千円
特定財源見込額 44,337 千円
地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額 5,411,468 千円

(４)純資産変動計算書に係る事項
純資産における固定資産等形成分及び余剰分（不足分）の内容
①固定資産等形成分
固定資産の額に流動資産における短期貸付金及び基金等を加えた額を計上しています。

②余剰分（不足分）
純資産合計額のうち、固定資産等形成分を差し引いた金額を計上しています。

(５)資金収支計算書に係る事項
①基礎的財政収支 110,419,985 円
②既存の決算情報との関連性

収入（歳入） 支出（歳出）
5,592,100,731円 5,390,592,109円
△234,249,525 0円

5,357,851,206円 5,390,592,109円
歳入歳出決算書では繰越金を収入として計上していますが、公会計では計上しないため、その分だけ相違します。

③資金収支計算書の業務活動収支と純資産変動計算書の本年度差額との差額の内訳
資金収支計算書
業務活動収支 549,007,531
投資活動収入の国県等補助金収入 104,303,694
未収債権額の増加（減少） △642,361 円
減価償却費 △1,747,835,618
賞与等引当金繰入額（増減額） △1,018,377 円
退職手当引当金繰入額（増減額） △1,910,000 円
徴収不能引当金繰入額（増減額） 2,265,867 円
資産除売却益（損） △2,268,164 円

純資産変動計算書の本年度差額 △1,098,097,428 円

④一時借入金
資金収支計算書上、一時借入金の増減額は含まれていません。
なお、一時借入金の限度額及び利子額は次のとおりです。
一時借入金の限度額 402,000,000 円
一時借入金に係る利子額 0 円

⑤重要な非資金取引
該当事項なし

歳入歳出決算書
繰越金に伴う差額
資金収支計算書


