
【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 55,929,840,050   固定負債 25,516,168,157

    有形固定資産 50,818,429,436     地方債等 15,069,922,542

      事業用資産 19,314,587,858     長期未払金 -

        土地 9,268,429,304     退職手当引当金 980,631,077

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 28,177,435,772     その他 9,465,614,538

        建物減価償却累計額 -18,420,681,475   流動負債 2,428,787,359

        工作物 321,536,030     １年内償還予定地方債等 1,568,068,015

        工作物減価償却累計額 -48,773,563     未払金 340,696,919

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 3,600,970

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 138,913,602

        航空機 -     預り金 197,573,677

        航空機減価償却累計額 -     その他 179,934,176

        その他 - 負債合計 27,944,955,516

        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 60,695,353,121

      インフラ資産 30,136,994,754   余剰分（不足分） -23,470,550,906

        土地 9,001,985,102   他団体出資等分 -

        建物 497,434,371

        建物減価償却累計額 -274,887,033

        工作物 36,470,075,592

        工作物減価償却累計額 -15,673,178,184

        その他 93,197,336

        その他減価償却累計額 -67,543,155

        建設仮勘定 89,910,725

      物品 3,204,737,873

      物品減価償却累計額 -1,837,891,049

    無形固定資産 1,010,780,922

      ソフトウェア 4,543,641

      その他 1,006,237,281

    投資その他の資産 4,100,629,692

      投資及び出資金 28,172,850

        有価証券 -3,600,000

        出資金 31,772,850

        その他 -

      長期延滞債権 233,953,443

      長期貸付金 -

      基金 3,846,707,443

        減債基金 30,130

        その他 3,846,677,313

      その他 2,863,470

      徴収不能引当金 -11,067,514

  流動資産 9,239,917,681

    現金預金 4,269,001,847

    未収金 205,872,591

    短期貸付金 -

    基金 4,765,513,071

      財政調整基金 4,765,513,071

      減債基金 -

    棚卸資産 8,172,988

    その他 -

    徴収不能引当金 -8,642,816

  繰延資産 - 純資産合計 37,224,802,215

資産合計 65,169,757,731 負債及び純資産合計 65,169,757,731

連結貸借対照表
（令和3年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：播磨町

会計：連結会計 （単位：円）

    資産売却益 23,923,878

    その他 5,621,982

純行政コスト 24,505,270,337

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 1,972,917

  臨時利益 29,545,860

  臨時損失 281,328,694

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 279,355,777

    使用料及び手数料 857,981,562

    その他 566,013,186

純経常行政コスト 24,253,487,503

      社会保障給付 1,669,765,818

      その他 4,136,636

  経常収益 1,423,994,748

        その他 198,077,177

    移転費用 18,198,596,536

      補助金等 16,524,694,082

      その他の業務費用 371,102,960

        支払利息 157,092,971

        徴収不能引当金繰入額 15,932,812

        維持補修費 205,217,079

        減価償却費 1,865,999,429

        その他 -

        その他 235,282,924

      物件費等 5,113,787,627

        物件費 3,042,571,119

        職員給与費 1,619,459,965

        賞与等引当金繰入額 136,693,513

        退職手当引当金繰入額 2,558,726

  経常費用 25,677,482,251

    業務費用 7,478,885,715

      人件費 1,993,995,128

連結行政コスト計算書
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：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 37,454,647,006 60,709,605,597 -23,254,958,591 -

  純行政コスト（△） -24,505,270,337 -24,505,270,337 -

  財源 24,058,555,481 24,058,555,481 -

    税収等 12,817,337,257 12,817,337,257 -

    国県等補助金 11,241,218,224 11,241,218,224 -

  本年度差額 -446,714,856 -446,714,856 -

  固定資産等の変動（内部変動） -82,614,731 82,614,731

    有形固定資産等の増加 2,509,211,824 -2,509,211,824

    有形固定資産等の減少 -2,145,355,209 2,145,355,209

    貸付金・基金等の増加 1,096,460,522 -1,096,460,522

    貸付金・基金等の減少 -1,542,931,868 1,542,931,868

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 35 35

  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 58,175,999 72,839,158 -14,663,159 -

  その他 158,694,031 -4,476,938 163,170,969

  本年度純資産変動額 -229,844,791 -14,252,476 -215,592,315 -

本年度末純資産残高 37,224,802,215 60,695,353,121 -23,470,550,906 -

連結純資産変動計算書
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：連結会計 （単位：円）

前年度末歳計外現金残高 183,920,139

本年度歳計外現金増減額 13,611,912

本年度末歳計外現金残高 197,532,051

本年度末現金預金残高 4,269,001,847

財務活動収支 815,010,874

本年度資金収支額 117,651,806

前年度末資金残高 3,952,797,293

比例連結割合変更に伴う差額 1,020,697

本年度末資金残高 4,071,469,796

    地方債等償還支出 1,497,700,126

    その他の支出 -

  財務活動収入 2,312,711,000

    地方債等発行収入 2,312,711,000

    その他の収入 -

    資産売却収入 8,270,431

    その他の収入 163,194,073

投資活動収支 -1,703,927,618

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,497,700,126

    その他の支出 600,000

  投資活動収入 2,135,483,337

    国県等補助金収入 435,387,931

    基金取崩収入 1,472,724,350

    貸付金元金回収収入 55,906,552

  投資活動支出 3,839,410,955

    公共施設等整備費支出 2,876,778,775

    基金積立金支出 907,032,180

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 55,000,000

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 17,374,019

  臨時収入 10,439,982

業務活動収支 1,006,568,550

【投資活動収支】

    税収等収入 12,390,048,945

    国県等補助金収入 11,048,386,067

    使用料及び手数料収入 869,279,518

    その他の収入 565,742,790

  臨時支出 17,374,019

    移転費用支出 18,280,682,874

      補助金等支出 16,606,780,420

      社会保障給付支出 1,669,765,818

      その他の支出 4,136,636

  業務収入 24,873,457,320

    業務費用支出 5,579,271,859

      人件費支出 1,975,466,306

      物件費等支出 3,305,553,774

      支払利息支出 157,092,971

      その他の支出 141,158,808

連結資金収支計算書
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 23,859,954,733


