
【様式第1号】

自治体名：播磨町

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 55,069,965,362   固定負債 24,976,106,054

    有形固定資産 48,489,925,324     地方債等 14,523,333,683

      事業用資産 17,316,551,633     長期未払金 -

        土地 9,080,814,088     退職手当引当金 877,781,833

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 24,188,261,070     その他 9,574,990,538

        建物減価償却累計額 -16,312,932,552   流動負債 2,072,562,060

        工作物 223,966,980     １年内償還予定地方債等 1,445,789,072

        工作物減価償却累計額 -16,339,193     未払金 173,344,803

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 2,734,240

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 103,938,540

        航空機 -     預り金 169,606,634

        航空機減価償却累計額 -     その他 177,148,771

        その他 - 負債合計 27,048,668,114

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 152,781,240   固定資産等形成分 59,561,298,970

      インフラ資産 30,532,943,891   余剰分（不足分） -23,602,013,467

        土地 8,955,465,912   他団体出資等分 -

        建物 476,581,284

        建物減価償却累計額 -256,073,575

        工作物 35,027,067,909

        工作物減価償却累計額 -13,845,389,694

        その他 92,177,240

        その他減価償却累計額 -42,034,033

        建設仮勘定 125,148,848

      物品 2,468,619,878

      物品減価償却累計額 -1,828,190,078

    無形固定資産 1,179,045,552

      ソフトウェア 47,265,525

      その他 1,131,780,027

    投資その他の資産 5,400,994,486

      投資及び出資金 41,672,850

        有価証券 9,900,000

        出資金 31,772,850

        その他 -

      長期延滞債権 308,941,878

      長期貸付金 1,545,468

      基金 5,065,015,301

        減債基金 30,075

        その他 5,064,985,226

      その他 49,660

      徴収不能引当金 -16,230,671

  流動資産 7,937,988,255

    現金預金 3,306,028,912

    未収金 140,015,914

    短期貸付金 -

    基金 4,491,333,608

      財政調整基金 4,491,333,608

      減債基金 -

    棚卸資産 11,206,380

    その他 -

    徴収不能引当金 -10,596,559

  繰延資産 - 純資産合計 35,959,285,503

資産合計 63,007,953,617 負債及び純資産合計 63,007,953,617

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：播磨町

会計：全体会計 （単位：円）

    資産売却益 21,284,508

    その他 34,629,605

純行政コスト 15,329,635,663

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 12,207,607

  臨時利益 55,914,113

  臨時損失 83,148,836

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 70,941,229

    使用料及び手数料 1,027,567,374

    その他 284,129,794

純経常行政コスト 15,302,400,940

      社会保障給付 1,638,828,158

      その他 362,600

  経常収益 1,311,697,168

        その他 143,044,939

    移転費用 10,181,177,261

      補助金等 8,541,986,503

      その他の業務費用 361,928,644

        支払利息 201,716,608

        徴収不能引当金繰入額 17,167,097

        維持補修費 98,626,647

        減価償却費 1,759,353,075

        その他 -

        その他 612,757,619

      物件費等 4,314,338,834

        物件費 2,456,359,112

        職員給与費 1,024,901,329

        賞与等引当金繰入額 102,469,035

        退職手当引当金繰入額 16,525,386

  経常費用 16,614,098,108

    業務費用 6,432,920,847

      人件費 1,756,653,369

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



【様式第3号】

自治体名：播磨町

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 35,799,023,870 51,410,510,490 -15,611,486,620 -

  純行政コスト（△） -15,329,635,663 -15,329,635,663 -

  財源 15,539,986,242 15,539,986,242 -

    税収等 10,199,819,783 10,199,819,783 -

    国県等補助金 5,340,166,459 5,340,166,459 -

  本年度差額 210,350,579 210,350,579 -

  固定資産等の変動（内部変動） 1,314,426,798 -1,314,426,798

    有形固定資産等の増加 1,935,453,663 -1,935,453,663

    有形固定資産等の減少 -1,437,037,751 1,437,037,751

    貸付金・基金等の増加 3,039,686,861 -3,039,686,861

    貸付金・基金等の減少 -2,223,675,975 2,223,675,975

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -6,784 -6,784

  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 -50,082,162 6,836,368,466 -6,886,450,628

  本年度純資産変動額 160,261,633 8,150,788,480 -7,990,526,847 -

本年度末純資産残高 35,959,285,503 59,561,298,970 -23,602,013,467 -

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：播磨町

会計：全体会計 （単位：円）

前年度末歳計外現金残高 73,136,026

本年度歳計外現金増減額 96,470,608

本年度末歳計外現金残高 169,606,634

本年度末現金預金残高 3,306,028,912

財務活動収支 346,974,677

本年度資金収支額 -521,558,685

前年度末資金残高 3,657,980,963

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 3,136,422,278

    地方債等償還支出 1,444,117,950

    その他の支出 24,337,378

  財務活動収入 1,815,430,005

    地方債等発行収入 1,518,710,000

    その他の収入 296,720,005

    資産売却収入 53,618,978

    その他の収入 -

投資活動収支 -2,239,757,948

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,468,455,328

    その他の支出 -

  投資活動収入 2,633,118,757

    国県等補助金収入 373,047,573

    基金取崩収入 2,144,912,000

    貸付金元金回収収入 61,540,206

  投資活動支出 4,872,876,705

    公共施設等整備費支出 1,833,777,588

    基金積立金支出 2,979,099,117

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 60,000,000

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 5,287,288

  臨時収入 1,618,922

業務活動収支 1,371,224,586

【投資活動収支】

    税収等収入 9,837,742,597

    国県等補助金収入 5,148,445,404

    使用料及び手数料収入 1,043,036,682

    その他の収入 284,686,917

  臨時支出 5,287,288

    移転費用支出 10,271,212,302

      補助金等支出 8,632,021,544

      社会保障給付支出 1,638,828,158

      その他の支出 362,600

  業務収入 16,313,911,600

    業務費用支出 4,667,806,346

      人件費支出 1,731,734,999

      物件費等支出 2,644,598,645

      支払利息支出 201,716,608

      その他の支出 89,756,094

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 14,939,018,648


