
【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 46,181,474,997   固定負債 17,658,692,651

    有形固定資産 41,911,934,949     地方債等 14,450,947,788

      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 1,022,374,562

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 22,971,303,701     その他 2,185,370,301

        建物減価償却累計額 -15,756,185,515   流動負債 1,853,481,413

        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 101,533,242

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 2,250,000

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 98,938,558

        航空機 -     預り金 73,136,026

        航空機減価償却累計額 -     その他 134,040,670

        その他 - 負債合計 19,512,174,064

        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 51,410,510,490

      インフラ資産 24,687,187,696   余剰分（不足分） -15,611,486,620

        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 32,453,303,249

        工作物減価償却累計額 -12,787,079,075

        その他 88,192,040

        その他減価償却累計額 -4,083,523,454

        建設仮勘定 31,061,000

      物品 2,359,471,977

      物品減価償却累計額 -1,694,356,130

    無形固定資産 68,475,384

      ソフトウェア 67,991,384

      その他 484,000

    投資その他の資産 4,201,064,664

      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 384,181,050

      長期貸付金 3,576,318

      基金 3,493,126,299

        減債基金 30,041

        その他 3,493,096,258

      その他 41,470

      徴収不能引当金 -21,533,323

  流動資産 9,129,722,937

    現金預金 3,731,116,989

    未収金 171,238,686

    短期貸付金 -

    基金 5,229,035,493

      財政調整基金 5,229,035,493

      減債基金 -

    棚卸資産 11,155,120

    その他 -

    徴収不能引当金 -12,823,351

  繰延資産 - 純資産合計 35,799,023,870

資産合計 55,311,197,934 負債及び純資産合計 55,311,197,934

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：全体会計 （単位：円）

    資産売却益 82,139,604

    その他 40,872,736

純行政コスト 15,191,155,252

    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 1,051,009,380

    その他 304,213,882

純経常行政コスト 15,289,006,684

      社会保障給付 1,621,811,018

      その他 32,461,540

  経常収益 1,355,223,262

        その他 154,216,143

    移転費用 10,442,113,003

      補助金等 8,787,840,445

      その他の業務費用 402,798,370

        支払利息 224,607,783

        徴収不能引当金繰入額 23,974,444

        維持補修費 81,699,830

        減価償却費 1,392,536,659

        その他 -

        その他 329,087,384

      物件費等 3,986,992,576

        物件費 2,512,756,087

        職員給与費 1,273,759,977

        賞与等引当金繰入額 98,215,136

        退職手当引当金繰入額 111,263,500

  経常費用 16,644,229,946

    業務費用 6,202,116,943

      人件費 1,812,325,997

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：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 35,048,754,564 50,067,067,040 -15,018,312,476 -

  純行政コスト（△） -15,191,155,252 -15,191,155,252 -

  財源 15,897,000,232 15,897,000,232 -

    税収等 11,840,238,919 11,840,238,919 -

    国県等補助金 4,056,761,313 4,056,761,313 -

  本年度差額 705,844,980 705,844,980 -

  固定資産等の変動（内部変動） 1,296,171,640 -1,296,171,640

    有形固定資産等の増加 1,828,649,390 -1,828,649,390

    有形固定資産等の減少 -1,421,820,728 1,421,820,728

    貸付金・基金等の増加 2,323,967,262 -2,323,967,262

    貸付金・基金等の減少 -1,434,624,284 1,434,624,284

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 3,948,882 3,948,882

  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 40,475,444 43,322,928 -2,847,484

  本年度純資産変動額 750,269,306 1,343,443,450 -593,174,144 -

本年度末純資産残高 35,799,023,870 51,410,510,490 -15,611,486,620 -

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：全体会計 （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 4,056,637

本年度末歳計外現金残高 73,136,026

本年度末現金預金残高 3,731,116,989

財務活動収支 -180,458,369

本年度資金収支額 -709,060,626

前年度末資金残高 4,367,041,589

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 3,657,980,963

    地方債等償還支出 1,393,487,127

    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 87,729,863

    その他の収入 623,193,970

投資活動収支 -2,159,464,839

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,398,669,369

    その他の支出 9,630

  投資活動収入 2,255,921,822

    国県等補助金収入 363,749,521

    基金取崩収入 1,179,598,000

    貸付金元金回収収入 1,650,468

  投資活動支出 4,415,386,661

    公共施設等整備費支出 1,792,060,368

    基金積立金支出 2,323,316,663

    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 1,630,862,582

【投資活動収支】

    税収等収入 11,786,949,117

    国県等補助金収入 3,748,036,850

    使用料及び手数料収入 1,022,377,717

    その他の収入 304,109,082

  臨時支出 113,425

    移転費用支出 10,442,113,003

      補助金等支出 8,787,840,445

      社会保障給付支出 1,621,811,018

      その他の支出 32,461,540

  業務収入 16,861,472,766

    業務費用支出 4,788,383,756

      人件費支出 1,703,603,166

      物件費等支出 2,691,753,178

      支払利息支出 224,607,783

      その他の支出 168,419,629

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 15,230,496,759


