
【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 33,476,168,388   固定負債 8,871,035,693

    有形固定資産 29,921,725,128     地方債 7,745,887,740

      事業用資産 16,559,631,406     長期未払金 -

        土地 9,178,235,563     退職手当引当金 946,229,780

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 22,971,303,701     その他 178,918,173

        建物減価償却累計額 -15,756,185,515   流動負債 1,078,110,537

        工作物 164,985,111     １年内償還予定地方債 818,665,000

        工作物減価償却累計額 -6,327,934     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 89,038,279

        航空機 -     預り金 73,136,026

        航空機減価償却累計額 -     その他 97,271,232

        その他 - 負債合計 9,949,146,230

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 7,620,480   固定資産等形成分 38,337,452,990

      インフラ資産 13,143,635,143   余剰分（不足分） -9,587,232,903

        土地 8,421,844,163

        建物 37,279,752

        建物減価償却累計額 -13,709,373

        工作物 13,539,158,203

        工作物減価償却累計額 -8,913,802,586

        その他 88,192,040

        その他減価償却累計額 -28,719,056

        建設仮勘定 13,392,000

      物品 680,175,196

      物品減価償却累計額 -461,716,617

    無形固定資産 65,057,424

      ソフトウェア 64,576,424

      その他 481,000

    投資その他の資産 3,489,385,836

      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 187,622,069

      長期貸付金 2,553,518

      基金 3,266,906,392

        減債基金 30,041

        その他 3,266,876,351

      その他 -

      徴収不能引当金 -9,368,993

  流動資産 5,223,197,929

    現金預金 316,033,196

    未収金 48,584,499

    短期貸付金 -

    基金 4,861,284,602

      財政調整基金 4,861,284,602

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -2,704,368 純資産合計 28,750,220,087

資産合計 38,699,366,317 負債及び純資産合計 38,699,366,317

貸借対照表
（平成30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 40,872,736

純行政コスト 9,110,354,039

    その他 -

  臨時利益 123,012,340

    資産売却益 82,139,604

    資産除売却損 22,006,598

    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 9,211,359,781

  臨時損失 22,006,598

    災害復旧事業費 -

  経常収益 448,428,755

    使用料及び手数料 190,666,912

    その他 257,761,843

      社会保障給付 1,618,234,108

      他会計への繰出金 1,283,657,240

      その他 7,379,067

        その他 53,230,061

    移転費用 4,735,143,382

      補助金等 1,825,872,967

      その他の業務費用 122,906,878

        支払利息 63,944,094

        徴収不能引当金繰入額 5,732,723

        維持補修費 59,924,152

        減価償却費 946,648,884

        その他 -

        その他 300,429,529

      物件費等 3,148,475,024

        物件費 2,141,901,988

        職員給与費 1,159,037,664

        賞与等引当金繰入額 89,038,279

        退職手当引当金繰入額 104,757,780

  経常費用 9,659,788,536

    業務費用 4,924,645,154

      人件費 1,653,263,252

行政コスト計算書
自　平成29年4月1日
至　平成30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 28,396,698,690 36,890,415,263 -8,493,716,573

  純行政コスト（△） -9,110,354,039 -9,110,354,039

  財源 9,434,007,950 9,434,007,950

    税収等 7,135,632,063 7,135,632,063

    国県等補助金 2,298,375,887 2,298,375,887

  本年度差額 323,653,911 323,653,911

  固定資産等の変動（内部変動） 1,417,170,241 -1,417,170,241

    有形固定資産等の増加 1,520,913,631 -1,520,913,631

    有形固定資産等の減少 -973,734,270 973,734,270

    貸付金・基金等の増加 1,549,576,663 -1,549,576,663

    貸付金・基金等の減少 -679,585,783 679,585,783

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -13,455,442 -13,455,442

  その他 43,322,928 43,322,928 -

  本年度純資産変動額 353,521,397 1,447,037,727 -1,093,516,330

本年度末純資産残高 28,750,220,087 38,337,452,990 -9,587,232,903

純資産変動計算書
自　平成29年4月1日
至　平成30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 69,079,389

本年度歳計外現金増減額 4,056,637

本年度末歳計外現金残高 73,136,026

本年度末現金預金残高 316,033,196

    その他の収入 -

財務活動収支 335,874,236

本年度資金収支額 -677,385,662

前年度末資金残高 920,282,832

本年度末資金残高 242,897,170

  財務活動支出 776,936,764

    地方債償還支出 776,936,764

    その他の支出 -

  財務活動収入 1,112,811,000

    地方債発行収入 1,112,811,000

    貸付金元金回収収入 1,650,468

    資産売却収入 87,720,604

    その他の収入 323,245,000

投資活動収支 -1,903,795,759

【財務活動収支】

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,166,694,535

    国県等補助金収入 308,724,463

    基金取崩収入 445,354,000

【投資活動収支】

  投資活動支出 3,070,490,294

    公共施設等整備費支出 1,520,913,631

    基金積立金支出 1,549,576,663

    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 890,535,861

  業務収入 9,589,157,113

    税収等収入 7,152,083,273

    国県等補助金収入 1,989,651,424

    使用料及び手数料収入 189,865,373

    その他の収入 257,557,043

    移転費用支出 4,735,143,382

      補助金等支出 1,825,872,967

      社会保障給付支出 1,618,234,108

      他会計への繰出支出 1,283,657,240

      その他の支出 7,379,067

    業務費用支出 3,963,477,870

      人件費支出 1,551,392,429

      物件費等支出 2,294,911,286

      支払利息支出 63,944,094

      その他の支出 53,230,061

資金収支計算書
自　平成29年4月1日
至　平成30年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 8,698,621,252


