
【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 56,048,737,061   固定負債 24,897,950,575

    有形固定資産 50,279,413,115     地方債等 14,325,279,557

      事業用資産 18,620,634,781     長期未払金 -

        土地 9,256,013,702     退職手当引当金 939,081,413

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 26,941,980,327     その他 9,633,589,605

        建物減価償却累計額 -17,940,269,170   流動負債 2,705,666,297

        工作物 280,108,290     １年内償還予定地方債等 1,497,700,126

        工作物減価償却累計額 -31,738,808     未払金 738,457,497

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 4,210,450

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 122,364,974

        航空機 -     預り金 183,956,973

        航空機減価償却累計額 -     その他 158,976,277

        その他 - 負債合計 27,603,616,872

        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 60,709,605,597

      インフラ資産 30,748,363,251   余剰分（不足分） -23,254,958,591

        土地 8,965,400,070   他団体出資等分 -

        建物 497,980,784

        建物減価償却累計額 -266,205,058

        工作物 35,892,445,528

        工作物減価償却累計額 -14,757,484,186

        その他 93,128,754

        その他減価償却累計額 -56,394,936

        建設仮勘定 379,492,295

      物品 2,625,519,655

      物品減価償却累計額 -1,715,104,572

    無形固定資産 1,090,739,021

      ソフトウェア 19,757,221

      その他 1,070,981,800

    投資その他の資産 4,678,584,925

      投資及び出資金 32,672,850

        有価証券 900,000

        出資金 31,772,850

        その他 -

      長期延滞債権 256,387,894

      長期貸付金 561,779

      基金 4,397,355,935

        減債基金 30,100

        その他 4,397,325,835

      その他 2,863,470

      徴収不能引当金 -11,257,003

  流動資産 9,009,526,817

    現金預金 4,136,717,432

    未収金 209,271,132

    短期貸付金 -

    基金 4,660,868,536

      財政調整基金 4,660,868,536

      減債基金 -

    棚卸資産 8,231,143

    その他 3,876,876

    徴収不能引当金 -9,438,302

  繰延資産 - 純資産合計 37,454,647,006

資産合計 65,058,263,878 負債及び純資産合計 65,058,263,878

連結貸借対照表
（令和2年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：播磨町

会計：連結会計 （単位：円）

    資産売却益 69,730,764

    その他 2,255,763

純行政コスト 19,739,295,007

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 1,414,622

  臨時利益 71,986,527

  臨時損失 37,608,574

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 36,193,952

    使用料及び手数料 907,577,157

    その他 523,478,721

純経常行政コスト 19,773,672,960

      社会保障給付 1,677,441,703

      その他 3,901,756

  経常収益 1,431,055,878

        その他 183,242,573

    移転費用 14,205,353,068

      補助金等 12,524,009,609

      その他の業務費用 377,249,071

        支払利息 179,495,704

        徴収不能引当金繰入額 14,510,794

        維持補修費 141,062,968

        減価償却費 1,829,479,714

        その他 1,962,958

        その他 341,631,748

      物件費等 4,820,341,635

        物件費 2,847,835,995

        職員給与費 1,329,294,746

        賞与等引当金繰入額 120,194,503

        退職手当引当金繰入額 10,664,067

  経常費用 21,204,728,838

    業務費用 6,999,375,770

      人件費 1,801,785,064

連結行政コスト計算書
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：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 37,269,711,155 60,717,887,438 -23,448,176,283 -

  純行政コスト（△） -19,739,295,007 -19,739,295,007 -

  財源 19,791,334,570 19,791,334,570 -

    税収等 12,692,594,606 12,692,594,606 -

    国県等補助金 7,098,739,964 7,098,739,964 -

  本年度差額 52,039,563 52,039,563 -

  固定資産等の変動（内部変動） 9,022,303 -9,022,303

    有形固定資産等の増加 2,390,798,954 -2,390,798,954

    有形固定資産等の減少 -1,864,535,344 1,864,535,344

    貸付金・基金等の増加 1,031,918,564 -1,031,918,564

    貸付金・基金等の減少 -1,549,159,871 1,549,159,871

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -5,244,434 -5,244,434

  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 -7,350,688 -7,429,168 78,480 -

  その他 145,491,410 -4,630,542 150,121,952

  本年度純資産変動額 184,935,851 -8,281,841 193,217,692 -

本年度末純資産残高 37,454,647,006 60,709,605,597 -23,254,958,591 -

連結純資産変動計算書
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：連結会計 （単位：円）

前年度末歳計外現金残高 169,646,656

本年度歳計外現金増減額 14,273,483

本年度末歳計外現金残高 183,920,139

本年度末現金預金残高 4,136,717,432

財務活動収支 -148,103,283

本年度資金収支額 612,633,820

前年度末資金残高 3,340,309,204

比例連結割合変更に伴う差額 -145,731

本年度末資金残高 3,952,797,293

    地方債等償還支出 1,447,749,283

    その他の支出 -

  財務活動収入 1,299,646,000

    地方債等発行収入 1,299,646,000

    その他の収入 -

    資産売却収入 33,536,815

    その他の収入 192,881,450

投資活動収支 -408,272,207

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,447,749,283

    その他の支出 600,000

  投資活動収入 2,106,091,417

    国県等補助金収入 355,979,892

    基金取崩収入 1,464,305,538

    貸付金元金回収収入 59,387,722

  投資活動支出 2,514,363,624

    公共施設等整備費支出 1,632,171,860

    基金積立金支出 823,591,764

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 58,000,000

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 34,943,598

  臨時収入 1,976,721

業務活動収支 1,169,009,310

【投資活動収支】

    税収等収入 12,282,133,274

    国県等補助金収入 7,043,395,508

    使用料及び手数料収入 856,312,888

    その他の収入 523,416,098

  臨時支出 34,943,598

    移転費用支出 14,237,695,576

      補助金等支出 12,556,352,117

      社会保障給付支出 1,677,441,703

      その他の支出 3,901,756

  業務収入 20,705,257,768

    業務費用支出 5,265,586,005

      人件費支出 1,775,992,001

      物件費等支出 3,144,562,596

      支払利息支出 179,498,451

      その他の支出 165,532,957

連結資金収支計算書
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 19,503,281,581


