
【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 54,894,908,995   固定負債 24,811,978,075

    有形固定資産 49,262,733,035     地方債等 14,325,279,557

      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 853,300,226

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 25,095,892,145     その他 9,633,398,292

        建物減価償却累計額 -16,900,903,496   流動負債 2,681,969,982

        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 721,582,037

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 4,153,450

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 118,941,736

        航空機 -     預り金 183,893,408

        航空機減価償却累計額 -     その他 155,699,225

        その他 - 負債合計 27,493,948,057

        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 59,555,336,305

      インフラ資産 30,726,643,192   余剰分（不足分） -23,310,071,611

        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 35,841,339,536

        工作物減価償却累計額 -14,728,098,252

        その他 92,177,240

        その他減価償却累計額 -55,443,423

        建設仮勘定 379,492,295

      物品 2,546,198,300

      物品減価償却累計額 -1,648,821,117

    無形固定資産 1,090,711,537

      ソフトウェア 19,729,737

      その他 1,070,981,800

    投資その他の資産 4,541,464,423

      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 -

      長期延滞債権 255,329,138

      長期貸付金 561,779

      基金 4,255,116,189

        減債基金 30,100

        その他 4,255,086,089

      その他 41,470

      徴収不能引当金 -11,257,003

  流動資産 8,844,303,756

    現金預金 3,973,513,904

    未収金 204,751,110

    短期貸付金 -

    基金 4,660,427,310

      財政調整基金 4,660,427,310

      減債基金 -

    棚卸資産 11,175,734

    その他 3,874,000

    徴収不能引当金 -9,438,302

  繰延資産 - 純資産合計 36,245,264,694

資産合計 63,739,212,751 負債及び純資産合計 63,739,212,751

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：全体会計 （単位：円）

    資産売却益 69,730,764

    その他 1,976,721

純行政コスト 15,630,757,008

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 1,413,334

  臨時利益 71,707,485

  臨時損失 37,607,286

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 36,193,952

    使用料及び手数料 898,007,756

    その他 419,397,341

純経常行政コスト 15,664,857,207

      社会保障給付 1,677,441,703

      その他 527,850

  経常収益 1,317,405,097

        その他 101,885,803

    移転費用 10,394,885,101

      補助金等 8,716,915,548

      その他の業務費用 295,892,301

        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 122,432,755

        減価償却費 1,789,615,651

        その他 -

        その他 318,007,550

      物件費等 4,553,206,888

        物件費 2,641,158,482

        職員給与費 1,295,638,298

        賞与等引当金繰入額 116,771,265

        退職手当引当金繰入額 7,860,901

  経常費用 16,982,262,304

    業務費用 6,587,377,203

      人件費 1,738,278,014

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：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 35,959,285,503 59,561,298,970 -23,602,013,467 -

  純行政コスト（△） -15,630,757,008 -15,630,757,008 -

  財源 15,729,099,183 15,729,099,183 -

    税収等 10,078,769,405 10,078,769,405 -

    国県等補助金 5,650,329,778 5,650,329,778 -

  本年度差額 98,342,175 98,342,175 -

  固定資産等の変動（内部変動） -718,231 718,231

    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 -1,824,671,281 1,824,671,281

    貸付金・基金等の増加 951,954,775 -951,954,775

    貸付金・基金等の減少 -1,518,800,679 1,518,800,679

  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 - - - -

  その他 192,881,450 - 192,881,450

  本年度純資産変動額 285,979,191 -5,962,665 291,941,856 -

本年度末純資産残高 36,245,264,694 59,555,336,305 -23,310,071,611 -

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：全体会計 （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 3,973,513,904

財務活動収支 -146,143,072

本年度資金収支額 653,198,218

前年度末資金残高 3,136,422,278

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 3,789,620,496

    地方債等償還支出 1,445,789,072

    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 -407,580,571

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,445,789,072

    その他の支出 -

  投資活動収入 2,075,356,879

    国県等補助金収入 355,979,892

    基金取崩収入 1,433,571,000

    貸付金元金回収収入 59,387,722

  投資活動支出 2,482,937,450

    公共施設等整備費支出 1,632,171,860

    基金積立金支出 792,765,590

    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 156,310

  臨時収入 1,976,721

業務活動収支 1,206,921,861

【投資活動収支】

    税収等収入 9,668,308,073

    国県等補助金収入 5,594,985,322

    使用料及び手数料収入 846,743,487

    その他の収入 420,814,071

  臨時支出 156,310

    移転費用支出 10,427,227,609

      補助金等支出 8,749,258,056

      社会保障給付支出 1,677,441,703

      その他の支出 527,850

  業務収入 16,530,850,953

    業務費用支出 4,898,521,894

      人件費支出 1,715,413,917

      物件費等支出 2,919,410,341

      支払利息支出 179,495,704

      その他の支出 84,201,932

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 15,325,749,503


