
【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 47,379,657,612   固定負債 17,723,619,373

    有形固定資産 43,002,069,769     地方債等 14,451,932,168

      事業用資産 17,610,004,112     長期未払金 -

        土地 9,350,748,951     退職手当引当金 1,085,878,562

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 24,809,611,056     その他 2,185,808,643

        建物減価償却累計額 -16,716,633,552   流動負債 1,878,960,604

        工作物 164,985,111     １年内償還予定地方債等 1,443,582,917

        工作物減価償却累計額 -6,327,934     未払金 118,598,692

        船舶 -     未払費用 211,425

        船舶減価償却累計額 -     前受金 2,378,500

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 101,800,514

        航空機 -     預り金 76,391,001

        航空機減価償却累計額 -     その他 135,997,555

        その他 - 負債合計 19,602,579,977

        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 52,609,083,580

      インフラ資産 24,710,851,832   余剰分（不足分） -15,493,795,129

        土地 8,845,727,840   他団体出資等分 -

        建物 385,465,966

        建物減価償却累計額 -245,959,870

        工作物 32,504,193,841

        工作物減価償却累計額 -12,814,305,531

        その他 89,139,543

        その他減価償却累計額 -4,084,470,957

        建設仮勘定 31,061,000

      物品 2,438,706,589

      物品減価償却累計額 -1,757,492,764

    無形固定資産 68,559,783

      ソフトウェア 68,048,201

      その他 511,582

    投資その他の資産 4,309,028,060

      投資及び出資金 341,672,850

        有価証券 309,900,000

        出資金 31,772,850

        その他 -

      長期延滞債権 384,655,999

      長期貸付金 3,576,318

      基金 3,597,792,746

        減債基金 30,041

        その他 3,597,762,705

      その他 2,863,470

      徴収不能引当金 -21,533,323

  流動資産 9,338,210,816

    現金預金 3,921,908,583

    未収金 175,886,072

    短期貸付金 -

    基金 5,229,425,968

      財政調整基金 5,229,425,968

      減債基金 -

    棚卸資産 11,155,120

    その他 12,658,424

    徴収不能引当金 -12,823,351

  繰延資産 - 純資産合計 37,115,288,451

資産合計 56,717,868,428 負債及び純資産合計 56,717,868,428

連結貸借対照表
（平成30年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：播磨町

会計：連結会計 （単位：円）

    資産売却益 82,139,604

    その他 40,872,736

純行政コスト 19,089,189,533

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 1,014,757

  臨時利益 123,012,340

  臨時損失 25,160,908

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 24,146,151

    使用料及び手数料 1,057,914,742

    その他 416,110,663

純経常行政コスト 19,187,040,965

      社会保障給付 1,621,811,018

      その他 38,550,071

  経常収益 1,474,025,405

        その他 239,317,649

    移転費用 13,928,526,287

      補助金等 12,268,165,198

      その他の業務費用 487,903,586

        支払利息 224,611,493

        徴収不能引当金繰入額 23,974,444

        維持補修費 98,397,937

        減価償却費 1,431,912,016

        その他 11,726,523

        その他 350,415,423

      物件費等 4,369,663,032

        物件費 2,827,626,556

        職員給与費 1,291,677,684

        賞与等引当金繰入額 101,077,092

        退職手当引当金繰入額 131,803,266

  経常費用 20,661,066,370

    業務費用 6,732,540,083

      人件費 1,874,973,465

連結行政コスト計算書
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：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 36,758,277,265 51,655,466,279 -14,897,189,014 -

  純行政コスト（△） -19,089,189,533 -19,089,189,533 -

  財源 19,734,776,350 19,734,776,350 -

    税収等 14,369,786,577 14,369,786,577 -

    国県等補助金 5,364,989,773 5,364,989,773 -

  本年度差額 645,586,817 645,586,817 -

  固定資産等の変動（内部変動） 912,395,562 -912,395,562

    有形固定資産等の増加 1,835,800,901 -1,835,800,901

    有形固定資産等の減少 -1,461,180,886 1,461,180,886

    貸付金・基金等の増加 2,353,627,779 -2,353,627,779

    貸付金・基金等の減少 -1,815,852,232 1,815,852,232

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -3,527,259 -3,527,259

  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 -1,267,817 -1,329 -1,266,488 -

  その他 -283,780,555 44,750,327 -328,530,882

  本年度純資産変動額 357,011,186 953,617,301 -596,606,115 -

本年度末純資産残高 37,115,288,451 52,609,083,580 -15,493,795,129 -

連結純資産変動計算書
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：連結会計 （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 4,051,041

本年度末歳計外現金残高 73,130,430

本年度末現金預金残高 3,921,908,583

財務活動収支 -192,161,452

本年度資金収支額 -725,281,137

前年度末資金残高 4,574,145,875

比例連結割合変更に伴う差額 -86,585

本年度末資金残高 3,848,778,153

    地方債等償還支出 1,405,190,210

    その他の支出 5,182,242

  財務活動収入 1,218,211,000

    地方債等発行収入 1,218,211,000

    その他の収入 -

    資産売却収入 210,974,863

    その他の収入 623,193,970

投資活動収支 -2,035,078,421

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,410,372,452

    その他の支出 309,630

  投資活動収入 2,416,890,449

    国県等補助金収入 363,749,521

    基金取崩収入 1,217,321,627

    貸付金元金回収収入 1,650,468

  投資活動支出 4,451,968,870

    公共施設等整備費支出 1,798,957,393

    基金積立金支出 2,352,701,847

    投資及び出資金支出 300,000,000

    貸付金支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 113,425

  臨時収入 -

業務活動収支 1,501,958,736

【投資活動収支】

    税収等収入 14,193,251,775

    国県等補助金収入 5,056,265,310

    使用料及び手数料収入 1,029,283,079

    その他の収入 417,811,343

  臨時支出 113,425

    移転費用支出 13,931,838,042

      補助金等支出 12,268,165,198

      社会保障給付支出 1,621,811,018

      その他の支出 41,861,826

  業務収入 20,696,611,507

    業務費用支出 5,262,701,304

      人件費支出 1,761,620,735

      物件費等支出 3,023,216,276

      支払利息支出 224,628,749

      その他の支出 253,235,544

連結資金収支計算書
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 19,194,539,346


