
【様式第1号】

自治体名：播磨町

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 35,548,683,320   固定負債 9,291,777,813

    有形固定資産 30,533,111,645     地方債 8,327,595,494

      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 841,995,109

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 24,188,261,070     その他 122,187,210

        建物減価償却累計額 -16,312,932,552   流動負債 1,174,154,529

        工作物 223,966,980     １年内償還予定地方債 818,067,213

        工作物減価償却累計額 -16,339,193     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 94,182,727

        航空機 -     預り金 169,606,634

        航空機減価償却累計額 -     その他 92,297,955

        その他 - 負債合計 10,465,932,342

        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 38,912,757,037

      インフラ資産 13,001,797,587   余剰分（不足分） -10,181,587,986

        土地 8,422,745,007

        建物 37,279,752

        建物減価償却累計額 -14,982,453

        工作物 13,697,876,083

        工作物減価償却累計額 -9,204,656,009

        その他 92,177,240

        その他減価償却累計額 -42,034,033

        建設仮勘定 13,392,000

      物品 731,398,776

      物品減価償却累計額 -516,636,351

    無形固定資産 46,608,205

      ソフトウェア 46,127,205

      その他 481,000

    投資その他の資産 4,968,963,470

      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 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 158,969,342

      長期貸付金 1,545,468

      基金 4,773,022,829

        減債基金 30,075

        その他 4,772,992,754

      その他 -

      徴収不能引当金 -6,247,019

  流動資産 3,648,418,073

    現金預金 248,640,322

    未収金 37,522,073

    短期貸付金 -

    基金 3,364,073,717

      財政調整基金 3,364,073,717

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -1,818,039 純資産合計 28,731,169,051

資産合計 39,197,101,393 負債及び純資産合計 39,197,101,393

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：一般会計等 （単位：円）

    その他 31,699,000

純行政コスト 9,064,698,984

    その他 -

  臨時利益 31,699,000

    資産売却益 -

    資産除売却損 70,941,229

    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 9,025,456,755

  臨時損失 70,941,229

    災害復旧事業費 -

  経常収益 422,582,669

    使用料及び手数料 185,251,578

    その他 237,331,091

      社会保障給付 1,635,680,208

      他会計への繰出金 747,918,407

      その他 342,100

        その他 44,805,729

    移転費用 4,549,968,836

      補助金等 2,166,028,121

      その他の業務費用 104,680,028

        支払利息 54,839,666

        徴収不能引当金繰入額 5,034,633

        維持補修費 85,561,235

        減価償却費 993,748,503

        その他 -

        その他 568,266,672

      物件費等 3,184,530,716

        物件費 2,105,220,978

        職員給与費 932,636,663

        賞与等引当金繰入額 94,182,727

        退職手当引当金繰入額 13,773,782

  経常費用 9,448,039,424

    業務費用 4,898,070,588

      人件費 1,608,859,844

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：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 28,750,220,087 38,337,452,990 -9,587,232,903

  純行政コスト（△） -9,064,698,984 -9,064,698,984

  財源 9,045,654,732 9,045,654,732

    税収等 7,007,522,150 7,007,522,150

    国県等補助金 2,038,132,582 2,038,132,582

  本年度差額 -19,044,252 -19,044,252

  固定資産等の変動（内部変動） 575,310,831 -575,310,831

    有形固定資産等の増加 1,641,945,004 -1,641,945,004

    有形固定資産等の減少 -1,097,024,202 1,097,024,202

    貸付金・基金等の増加 2,201,292,552 -2,201,292,552

    貸付金・基金等の減少 -2,170,902,523 2,170,902,523

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -6,784 -6,784

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -19,051,036 575,304,047 -594,355,083

本年度末純資産残高 28,731,169,051 38,912,757,037 -10,181,587,986

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：一般会計等 （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 248,640,322

    その他の収入 -

財務活動収支 581,109,967

本年度資金収支額 -163,863,482

前年度末資金残高 242,897,170

本年度末資金残高 79,033,688

  財務活動支出 819,200,033

    地方債償還支出 819,200,033

    その他の支出 -

  財務活動収入 1,400,310,000

    地方債発行収入 1,400,310,000

    貸付金元金回収収入 61,540,206

    資産売却収入 32,334,470

    その他の収入 -

投資活動収支 -1,425,254,825

【財務活動収支】

    貸付金支出 60,000,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 2,417,982,731

    国県等補助金収入 191,721,055

    基金取崩収入 2,132,387,000

【投資活動収支】

  投資活動支出 3,843,237,556

    公共施設等整備費支出 1,641,945,004

    基金積立金支出 2,141,292,552

    投資及び出資金支出 -

  臨時支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 680,281,376

  業務収入 9,306,656,407

    税収等収入 7,037,449,648

    国県等補助金収入 1,846,411,527

    使用料及び手数料収入 185,391,258

    その他の収入 237,403,974

    移転費用支出 4,636,278,289

      補助金等支出 2,252,337,574

      社会保障給付支出 1,635,680,208

      他会計への繰出支出 747,918,407

      その他の支出 342,100

    業務費用支出 3,990,096,742

      人件費支出 1,589,941,614

      物件費等支出 2,300,509,733

      支払利息支出 54,839,666

      その他の支出 44,805,729

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 8,626,375,031


