
【様式第1号】

自治体名：播磨町

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 56,226,143,212   固定負債 25,014,715,855

    有形固定資産 49,554,017,336     地方債等 14,525,293,894

      事業用資産 18,343,067,058     長期未払金 -

        土地 9,257,228,343     退職手当引当金 914,100,447

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 26,047,366,784     その他 9,575,321,514

        建物減価償却累計額 -17,321,937,096   流動負債 2,099,522,944

        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 191,489,485

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 2,863,240

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 107,255,661

        航空機 -     預り金 172,758,305

        航空機減価償却累計額 -     その他 179,367,181

        その他 - 負債合計 27,114,238,799

        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 60,717,887,438

      インフラ資産 30,555,846,433   余剰分（不足分） -23,448,176,283

        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 35,078,534,270

        工作物減価償却累計額 -13,873,953,513

        その他 93,135,463

        その他減価償却累計額 -42,992,256

        建設仮勘定 125,148,848

      物品 2,548,617,709

      物品減価償却累計額 -1,893,513,864

    無形固定資産 1,179,115,471

      ソフトウェア 47,335,444

      その他 1,131,780,027

    投資その他の資産 5,493,010,405

      投資及び出資金 37,172,850

        有価証券 5,400,000

        出資金 31,772,850

        その他 -

      長期延滞債権 309,998,065

      長期貸付金 1,545,468

      基金 5,157,653,033

        減債基金 30,075

        その他 5,157,622,958

      その他 2,871,660

      徴収不能引当金 -16,230,671

  流動資産 8,157,806,742

    現金預金 3,509,955,860

    未収金 143,876,929

    短期貸付金 -

    基金 4,491,744,226

      財政調整基金 4,491,744,226

      減債基金 -

    棚卸資産 10,222,000

    その他 12,604,286

    徴収不能引当金 -10,596,559

  繰延資産 - 純資産合計 37,269,711,155

資産合計 64,383,949,954 負債及び純資産合計 64,383,949,954

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：連結会計 （単位：円）

    資産売却益 21,284,508

    その他 34,629,605

純行政コスト 18,806,996,564

    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 1,035,465,742

    その他 387,395,915

純経常行政コスト 18,779,761,841

      社会保障給付 1,638,828,158

      その他 6,256,041

  経常収益 1,422,861,657

        その他 205,913,961

    移転費用 13,379,909,803

      補助金等 11,734,825,604

      その他の業務費用 424,800,576

        支払利息 201,719,518

        徴収不能引当金繰入額 17,167,097

        維持補修費 120,363,929

        減価償却費 1,801,330,445

        その他 990,947

        その他 637,992,663

      物件費等 4,576,696,002

        物件費 2,654,010,681

        職員給与費 1,051,999,920

        賞与等引当金繰入額 105,430,345

        退職手当引当金繰入額 25,794,189

  経常費用 20,202,623,498

    業務費用 6,822,713,695

      人件費 1,821,217,117

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：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 37,115,288,451 52,609,083,580 -15,493,795,129 -

  純行政コスト（△） -18,806,996,564 -18,806,996,564 -

  財源 18,999,148,761 18,999,148,761 -

    税収等 12,684,618,976 12,684,618,976 -

    国県等補助金 6,314,529,785 6,314,529,785 -

  本年度差額 192,152,197 192,152,197 -

  固定資産等の変動（内部変動） 1,260,697,965 -1,260,697,965

    有形固定資産等の増加 1,935,399,951 -1,935,399,951

    有形固定資産等の減少 -1,477,319,055 1,477,319,055

    貸付金・基金等の増加 3,080,235,111 -3,080,235,111

    貸付金・基金等の減少 -2,277,618,042 2,277,618,042

  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 17,609,183 14,269,111 3,340,072 -

  その他 -55,331,892 6,833,843,566 -6,889,175,458

  本年度純資産変動額 154,422,704 8,108,803,858 -7,954,381,154 -

本年度末純資産残高 37,269,711,155 60,717,887,438 -23,448,176,283 -

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：連結会計 （単位：円）

前年度末歳計外現金残高 73,130,430

本年度歳計外現金増減額 96,516,226

本年度末歳計外現金残高 169,646,656

本年度末現金預金残高 3,509,955,860

財務活動収支 347,950,508

本年度資金収支額 -511,841,547

前年度末資金残高 3,848,778,153

比例連結割合変更に伴う差額 3,372,598

本年度末資金残高 3,340,309,204

    地方債等償還支出 1,445,102,330

    その他の支出 24,337,378

  財務活動収入 1,817,390,216

    地方債等発行収入 1,520,670,211

    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 -2,254,881,359

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,469,439,708

    その他の支出 150,000

  投資活動収入 2,658,457,785

    国県等補助金収入 373,047,573

    基金取崩収入 2,170,251,028

    貸付金元金回収収入 61,540,206

  投資活動支出 4,913,339,144

    公共施設等整備費支出 1,833,777,588

    基金積立金支出 3,019,411,556

    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 1,395,089,304

【投資活動収支】

    税収等収入 12,322,541,790

    国県等補助金収入 6,122,808,730

    使用料及び手数料収入 1,050,935,050

    その他の収入 389,534,006

  臨時支出 5,287,288

    移転費用支出 13,472,296,667

      補助金等支出 11,824,860,230

      社会保障給付支出 1,638,828,158

      その他の支出 8,608,279

  業務収入 19,885,819,576

    業務費用支出 5,014,765,239

      人件費支出 1,794,301,853

      物件費等支出 2,866,120,365

      支払利息支出 201,725,392

      その他の支出 152,617,629

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 18,487,061,906


