
【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 35,063,296,800   固定負債 9,381,823,136

    有形固定資産 30,894,764,873     地方債 8,414,138,822

      事業用資産 17,638,712,660     長期未払金 -

        土地 9,080,814,089     退職手当引当金 812,333,153

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 25,095,892,145     その他 155,351,161

        建物減価償却累計額 -16,900,903,496   流動負債 1,229,107,412

        工作物 280,108,290     １年内償還予定地方債 852,902,672

        工作物減価償却累計額 -31,738,808     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 107,677,625

        航空機 -     預り金 183,893,408

        航空機減価償却累計額 -     その他 84,633,707

        その他 - 負債合計 10,610,930,548

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 114,540,440   固定資産等形成分 38,527,723,356

      インフラ資産 12,894,040,611   余剰分（不足分） -9,858,175,176

        土地 8,432,679,165

        建物 58,679,252

        建物減価償却累計額 -16,255,533

        工作物 13,898,264,383

        工作物減価償却累計額 -9,525,685,473

        その他 92,177,240

        その他減価償却累計額 -55,443,423

        建設仮勘定 9,625,000

      物品 956,842,418

      物品減価償却累計額 -594,830,816

    無形固定資産 20,210,737

      ソフトウェア 19,729,737

      その他 481,000

    投資その他の資産 4,148,321,190

      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 134,658,490

      長期貸付金 561,779

      基金 3,975,831,230

        減債基金 30,100

        その他 3,975,801,130

      その他 -

      徴収不能引当金 -4,403,159

  流動資産 4,217,181,928

    現金預金 715,008,422

    未収金 39,345,159

    短期貸付金 -

    基金 3,464,426,556

      財政調整基金 3,464,426,556

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -1,598,209 純資産合計 28,669,548,180

資産合計 39,280,478,728 負債及び純資産合計 39,280,478,728

貸借対照表
（令和2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 -

純行政コスト 9,387,010,730

    その他 -

  臨時利益 69,730,764

    資産売却益 69,730,764

    資産除売却損 2

    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 9,456,741,492

  臨時損失 2

    災害復旧事業費 -

  経常収益 422,425,537

    使用料及び手数料 166,863,997

    その他 255,561,540

      社会保障給付 1,674,390,753

      他会計への繰出金 747,483,678

      その他 426,500

        その他 29,994,776

    移転費用 4,727,795,343

      補助金等 2,305,494,412

      その他の業務費用 81,294,854

        支払利息 46,611,808

        徴収不能引当金繰入額 4,688,270

        維持補修費 99,969,065

        減価償却費 1,051,842,541

        その他 -

        その他 283,662,843

      物件費等 3,467,736,886

        物件費 2,315,925,280

        職員給与費 1,203,520,704

        賞与等引当金繰入額 107,677,625

        退職手当引当金繰入額 7,478,774

  経常費用 9,879,167,029

    業務費用 5,151,371,686

      人件費 1,602,339,946

行政コスト計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2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 28,731,169,051 38,912,757,037 -10,181,587,986

  純行政コスト（△） -9,387,010,730 -9,387,010,730

  財源 9,330,634,293 9,330,634,293

    税収等 7,163,261,569 7,163,261,569

    国県等補助金 2,167,372,724 2,167,372,724

  本年度差額 -56,376,437 -56,376,437

  固定資産等の変動（内部変動） -379,789,247 379,789,247

    有形固定資産等の増加 1,267,613,958 -1,267,613,958

    有形固定資産等の減少 -1,051,842,541 1,051,842,541

    貸付金・基金等の増加 769,097,425 -769,097,425

    貸付金・基金等の減少 -1,364,658,089 1,364,658,089

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -5,244,434 -5,244,434

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -61,620,871 -385,033,681 323,412,810

本年度末純資産残高 28,669,548,180 38,527,723,356 -9,858,175,176

純資産変動計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2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 169,606,634

本年度歳計外現金増減額 14,286,774

本年度末歳計外現金残高 183,893,408

本年度末現金預金残高 715,008,422

    その他の収入 -

財務活動収支 121,378,787

本年度資金収支額 452,081,326

前年度末資金残高 79,033,688

本年度末資金残高 531,115,014

  財務活動支出 818,067,213

    地方債償還支出 818,067,213

    その他の支出 -

  財務活動収入 939,446,000

    地方債発行収入 939,446,000

    貸付金元金回収収入 59,387,722

    資産売却収入 69,730,765

    その他の収入 -

投資活動収支 -444,312,255

【財務活動収支】

    貸付金支出 58,000,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,491,209,943

    国県等補助金収入 55,344,456

    基金取崩収入 1,306,747,000

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,935,522,198

    公共施設等整備費支出 1,267,613,958

    基金積立金支出 609,908,240

    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 775,014,794

  業務収入 9,713,047,147

    税収等収入 7,178,576,142

    国県等補助金収入 2,112,028,268

    使用料及び手数料収入 166,883,677

    その他の収入 255,559,060

    移転費用支出 4,764,936,073

      補助金等支出 2,342,635,142

      社会保障給付支出 1,674,390,753

      他会計への繰出支出 747,483,678

      その他の支出 426,500

    業務費用支出 4,173,096,280

      人件費支出 1,581,366,274

      物件費等支出 2,515,123,422

      支払利息支出 46,611,808

      その他の支出 29,994,776

資金収支計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 8,938,032,353


