
【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 54,566,628,792   固定負債 25,306,750,968

    有形固定資産 49,709,226,193     地方債等 15,069,922,542

      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 771,213,888

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 26,144,126,801     その他 9,465,614,538

        建物減価償却累計額 -17,266,277,797   流動負債 2,410,786,045

        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 328,973,673

        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 135,349,780

        航空機 -     預り金 197,505,731

        航空機減価償却累計額 -     その他 177,287,876

        その他 - 負債合計 27,717,537,013

        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 59,331,673,631

      インフラ資産 30,114,804,971   余剰分（不足分） -23,563,244,074

        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 36,415,286,040

        工作物減価償却累計額 -15,640,578,414

        その他 92,177,240

        その他減価償却累計額 -66,523,060

        建設仮勘定 89,910,725

      物品 3,112,683,894

      物品減価償却累計額 -1,766,330,022

    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 3,846,621,677

      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 232,957,120

      長期貸付金 -

      基金 3,583,017,751

        減債基金 30,130

        その他 3,582,987,621

      その他 41,470

      徴収不能引当金 -11,067,514

  流動資産 8,919,337,778

    現金預金 3,946,132,099

    未収金 205,686,077

    短期貸付金 -

    基金 4,765,044,839

      財政調整基金 4,765,044,839

      減債基金 -

    棚卸資産 11,117,579

    その他 -

    徴収不能引当金 -8,642,816

  繰延資産 - 純資産合計 35,768,429,557

資産合計 63,485,966,570 負債及び純資産合計 63,485,966,570

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：全体会計 （単位：円）

    資産売却益 23,923,878

    その他 5,621,982

純行政コスト 20,637,596,334

    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 848,488,581

    その他 467,177,091

純経常行政コスト 20,385,813,500

      社会保障給付 1,669,765,818

      その他 457,300

  経常収益 1,315,665,672

        その他 122,104,579

    移転費用 14,631,578,857

      補助金等 12,961,355,739

      その他の業務費用 295,130,362

        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 192,695,261

        減価償却費 1,823,278,325

        その他 -

        その他 210,787,373

      物件費等 4,847,731,741

        物件費 2,831,758,155

        職員給与費 1,583,256,419

        賞与等引当金繰入額 132,994,420

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 21,701,479,172

    業務費用 7,069,900,315

      人件費 1,927,038,212

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：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 36,245,264,694 59,555,336,305 -23,310,071,611 -

  純行政コスト（△） -20,637,596,334 -20,637,596,334 -

  財源 19,997,567,092 19,997,567,092 -

    税収等 10,299,374,988 10,299,374,988 -

    国県等補助金 9,698,192,104 9,698,192,104 -

  本年度差額 -640,029,242 -640,029,242 -

  固定資産等の変動（内部変動） -223,662,709 223,662,709

    有形固定資産等の増加 2,447,020,613 -2,447,020,613

    有形固定資産等の減少 -2,102,634,105 2,102,634,105

    貸付金・基金等の増加 943,102,301 -943,102,301

    貸付金・基金等の減少 -1,511,151,518 1,511,151,518

  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 - - - -

  その他 163,194,070 - 163,194,070

  本年度純資産変動額 -476,835,137 -223,662,674 -253,172,463 -

本年度末純資産残高 35,768,429,557 59,331,673,631 -23,563,244,074 -

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：全体会計 （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 3,946,132,099

財務活動収支 815,010,874

本年度資金収支額 -40,994,128

前年度末資金残高 3,789,620,496

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 3,748,626,368

    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 -1,695,104,468

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,497,700,126

    その他の支出 -

  投資活動収入 2,047,946,187

    国県等補助金収入 379,631,131

    基金取崩収入 1,440,944,000

    貸付金元金回収収入 55,906,552

  投資活動支出 3,743,050,655

    公共施設等整備費支出 2,814,587,564

    基金積立金支出 873,463,091

    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 263,015

  臨時収入 10,439,982

業務活動収支 839,099,466

【投資活動収支】

    税収等収入 9,872,086,676

    国県等補助金収入 9,561,116,747

    使用料及び手数料収入 859,786,537

    その他の収入 466,626,486

  臨時支出 263,015

    移転費用支出 14,713,665,195

      補助金等支出 13,043,442,077

      社会保障給付支出 1,669,765,818

      その他の支出 457,300

  業務収入 20,759,616,446

    業務費用支出 5,217,028,752

      人件費支出 1,910,630,168

      物件費等支出 3,084,109,001

      支払利息支出 157,092,971

      その他の支出 65,196,612

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 19,930,693,947


