
【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 34,905,738,792   固定負債 10,348,221,866

    有形固定資産 31,478,096,549     地方債 9,503,276,765

      事業用資産 18,248,067,350     長期未払金 -

        土地 9,080,814,089     退職手当引当金 735,587,535

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 26,144,126,801     その他 109,357,566

        建物減価償却累計額 -17,266,277,797   流動負債 1,315,486,540

        工作物 321,536,030     １年内償還予定地方債 927,073,057

        工作物減価償却累計額 -48,773,563     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 123,107,757

        航空機 -     預り金 197,505,731

        航空機減価償却累計額 -     その他 67,799,995

        その他 - 負債合計 11,663,708,406

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 16,641,790   固定資産等形成分 38,470,637,348

      インフラ資産 12,817,580,765   余剰分（不足分） -10,664,181,706

        土地 8,469,264,200

        建物 58,679,252

        建物減価償却累計額 -18,123,771

        工作物 14,138,461,783

        工作物減価償却累計額 -9,856,354,879

        その他 92,177,240

        その他減価償却累計額 -66,523,060

        建設仮勘定 -

      物品 1,099,325,158

      物品減価償却累計額 -686,876,724

    無形固定資産 5,024,641

      ソフトウェア 4,543,641

      その他 481,000

    投資その他の資産 3,422,617,602

      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 123,785,783

      長期貸付金 -

      基金 3,261,012,123

        減債基金 30,130

        その他 3,260,981,993

      その他 -

      徴収不能引当金 -3,853,154

  流動資産 4,564,425,256

    現金預金 945,143,404

    未収金 56,419,937

    短期貸付金 -

    基金 3,564,898,556

      財政調整基金 3,564,898,556

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -2,036,641 純資産合計 27,806,455,642

資産合計 39,470,164,048 負債及び純資産合計 39,470,164,048

貸借対照表
（令和3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 14,428,291,656

    その他 -

  臨時利益 23,923,878

    資産売却益 23,923,878

    資産除売却損 263,702,330

    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 14,188,513,204

  臨時損失 263,702,330

    災害復旧事業費 -

  経常収益 432,230,402

    使用料及び手数料 144,557,934

    その他 287,672,468

      社会保障給付 1,666,334,166

      他会計への繰出金 774,450,711

      その他 421,800

        その他 52,796,718

    移転費用 8,980,024,687

      補助金等 6,538,818,010

      その他の業務費用 96,561,355

        支払利息 38,061,770

        徴収不能引当金繰入額 5,702,867

        維持補修費 163,709,249

        減価償却費 1,090,489,015

        その他 -

        その他 192,577,278

      物件費等 3,749,375,343

        物件費 2,495,177,079

        職員給与費 1,479,097,186

        賞与等引当金繰入額 123,107,757

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 14,620,743,606

    業務費用 5,640,718,919

      人件費 1,794,782,221

行政コスト計算書
自　令和2年4月1日
至　令和3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 28,669,548,180 38,527,723,356 -9,858,175,176

  純行政コスト（△） -14,428,291,656 -14,428,291,656

  財源 13,565,199,083 13,565,199,083

    税収等 7,354,731,004 7,354,731,004

    国県等補助金 6,210,468,079 6,210,468,079

  本年度差額 -863,092,573 -863,092,573

  固定資産等の変動（内部変動） -57,086,043 57,086,043

    有形固定資産等の増加 1,900,160,890 -1,900,160,890

    有形固定資産等の減少 -1,354,191,345 1,354,191,345

    貸付金・基金等の増加 776,971,964 -776,971,964

    貸付金・基金等の減少 -1,380,027,552 1,380,027,552

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 35 35

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -863,092,538 -57,086,008 -806,006,530

本年度末純資産残高 27,806,455,642 38,470,637,348 -10,664,181,706

純資産変動計算書
自　令和2年4月1日
至　令和3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 183,893,408

本年度歳計外現金増減額 13,612,323

本年度末歳計外現金残高 197,505,731

本年度末現金預金残高 945,143,404

    その他の収入 -

財務活動収支 1,163,308,328

本年度資金収支額 216,522,659

前年度末資金残高 531,115,014

本年度末資金残高 747,637,673

  財務活動支出 852,902,672

    地方債償還支出 852,902,672

    その他の支出 -

  財務活動収入 2,016,211,000

    地方債発行収入 2,016,211,000

    貸付金元金回収収入 55,906,552

    資産売却収入 23,923,878

    その他の収入 -

投資活動収支 -1,128,725,996

【財務活動収支】

    貸付金支出 55,000,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,536,208,787

    国県等補助金収入 132,257,357

    基金取崩収入 1,324,121,000

【投資活動収支】

  投資活動支出 2,664,934,783

    公共施設等整備費支出 1,900,160,890

    基金積立金支出 709,773,893

    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 181,940,327

  業務収入 13,852,810,844

    税収等収入 7,342,202,945

    国県等補助金収入 6,078,210,722

    使用料及び手数料収入 144,722,834

    その他の収入 287,674,343

    移転費用支出 9,056,770,305

      補助金等支出 6,615,563,628

      社会保障給付支出 1,666,334,166

      他会計への繰出支出 774,450,711

      その他の支出 421,800

    業務費用支出 4,614,100,212

      人件費支出 1,779,352,089

      物件費等支出 2,743,889,635

      支払利息支出 38,061,770

      その他の支出 52,796,718

資金収支計算書
自　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 13,670,870,517


