
【様式第１号】

全体貸借対照表
（令和 2年 3月31日現在）

（単位：千円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 5,880,505 固定負債 3,791,637 

有形固定資産 4,230,148 地方債等 3,234,887 
事業用資産 3,439,390 長期未払金 - 

土地 80,757 退職手当引当金 556,750 
立木竹 - 損失補償等引当金 - 
建物 9,273,949 その他 - 
建物減価償却累計額 △ 6,207,277 流動負債 373,672 
工作物 10,060 １年内償還予定地方債等 338,514 
工作物減価償却累計額 △ 194 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 35,158 
航空機 - 預り金 - 
航空機減価償却累計額 - その他 - 
その他 - 4,165,309 
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 282,095 固定資産等形成分 △ 32,157 

インフラ資産 693,029 余剰分（不足分） 3,848,167 
土地 633,759 
建物 - 
建物減価償却累計額 - 
工作物 323,827 
工作物減価償却累計額 △ 264,557 
その他 - 
その他減価償却累計額 - 
建設仮勘定 - 

物品 202,075 
物品減価償却累計額 △ 104,346 

無形固定資産 - 
ソフトウェア - 
その他 - 

投資その他の資産 1,650,357 
投資及び出資金 7,474 

有価証券 1,665 
出資金 5,195 
その他 614 

投資損失引当金 - 
長期延滞債権 7,245 
長期貸付金 △ 1,327 
基金 1,637,031 

減債基金 - 
その他 1,637,031 

その他 - 
徴収不能引当金 △ 66 

流動資産 2,100,814 
現金預金 505,068 
未収金 28,664 
短期貸付金 - 
基金 1,567,541 

財政調整基金 1,251,184 
減債基金 316,357 

棚卸資産 - 
その他 150 
徴収不能引当金 △ 609 

繰延資産 - 3,816,010 

7,981,319 7,981,319 資産合計

負債合計

純資産合計

負債及び純資産合計
和歌山県東牟婁郡古座川町



【様式第２号】

全体行政コスト計算書
自　平成31年 4月 1日

至　令和 2年 3月31日

（単位：千円）

金額

経常費用 3,655,152 

業務費用 2,297,126 

人件費 666,406 

職員給与費 607,612 

賞与等引当金繰入額 3,333 

退職手当引当金繰入額 - 

その他 55,461 

物件費等 1,577,530 

物件費 931,007 

維持補修費 430,032 

減価償却費 214,171 

その他 2,321 

その他の業務費用 53,190 

支払利息 17,443 

徴収不能引当金繰入額 - 

その他 35,747 

移転費用 1,358,026 

補助金等 1,196,805 

社会保障給付 156,741 

他会計への繰出金 26 

その他 4,454 

経常収益 207,827 

使用料及び手数料 137,217 

その他 70,610 

純経常行政コスト 3,447,325 

臨時損失 - 

災害復旧事業費 - 

資産除売却損 - 

投資損失引当金繰入額 - 

損失補償等引当金繰入額 - 

その他 - 

臨時利益 - 

資産売却益 - 

その他 - 

純行政コスト 3,447,325 

科目

和歌山県東牟婁郡古座川町



【様式第３号】

全体純資産変動計算書
自　平成31年 4月 1日

至　令和 2年 3月31日

（単位：千円）

固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）

前年度末純資産残高 0 0 0 

純行政コスト（△） △ 3,447,325 △ 3,447,325 

財源 3,607,079 3,607,079 

税収等 2,420,573 2,420,573 

国県等補助金 1,186,506 1,186,506 

本年度差額 159,754 159,754 

固定資産等の変動（内部変動） △ 32,157 32,157 

有形固定資産等の増加 300,515 △ 300,515 

有形固定資産等の減少 △ 214,171 214,171 

貸付金・基金等の増加 54,446 △ 54,446 

貸付金・基金等の減少 △ 172,947 172,947 

資産評価差額 - - 

無償所管換等 - - 

その他 - - - 

本年度純資産変動額 159,754 △ 32,157 191,911 

本年度末純資産残高 159,754 △ 32,157 191,911 

科目 合計

和歌山県東牟婁郡古座川町



【様式第４号】

全体資金収支計算書
自　平成31年 4月 1日

至　令和 2年 3月31日

（単位：千円）

金額

【業務活動収支】

業務支出 3,437,533 

業務費用支出 2,079,507 

人件費支出 663,073 

物件費等支出 1,368,878 

支払利息支出 17,443 

その他の支出 30,114 

移転費用支出 1,358,026 

補助金等支出 1,196,805 

社会保障給付支出 156,741 

他会計への繰出支出 26 

その他の支出 4,454 

業務収入 3,698,915 

税収等収入 2,415,454 

国県等補助金収入 1,103,900 

使用料及び手数料収入 136,690 

その他の収入 42,871 

臨時支出 - 

災害復旧事業費支出 - 

その他の支出 - 

臨時収入 81,840 

業務活動収支 343,222 

【投資活動収支】

投資活動支出 345,002 

公共施設等整備費支出 300,515 

基金積立金支出 44,487 

投資及び出資金支出 - 

貸付金支出 - 

その他の支出 - 

投資活動収入 171,429 

国県等補助金収入 766 

基金取崩収入 170,168 

貸付金元金回収収入 495 

資産売却収入 - 

その他の収入 - 

投資活動収支 △ 173,573 

【財務活動収支】

財務活動支出 354,078 

地方債等償還支出 354,078 

その他の支出 - 

財務活動収入 242,218 

地方債等発行収入 242,218 

その他の収入 - 

財務活動収支 △ 111,860 

本年度資金収支額 57,790 

前年度末資金残高 447,278 

本年度末資金残高 505,068 

前年度末歳計外現金残高 - 

本年度歳計外現金増減額 - 

本年度末歳計外現金残高 - 

本年度末現金預金残高 505,068 

科目

和歌山県東牟婁郡古座川町


