
【様式第1号】

自治体名：邑南町

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 123,233,748,698   固定負債 24,399,739,284

    有形固定資産 119,071,983,513     地方債等 20,471,161,175

      事業用資産 17,717,998,538     長期未払金 -

        土地 2,992,189,071     退職手当引当金 2,477,476,131

        立木竹 3,981,762,379     損失補償等引当金 -

        建物 32,581,786,981     その他 1,451,101,978

        建物減価償却累計額 -22,227,445,181   流動負債 2,988,364,167

        工作物 2,148,010,980     １年内償還予定地方債等 2,548,704,839

        工作物減価償却累計額 -1,772,019,428     未払金 148,068,932

        船舶 531,869     未払費用 3,069,430

        船舶減価償却累計額 -531,868     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 196,784,634

        航空機 -     預り金 89,317,064

        航空機減価償却累計額 -     その他 2,419,268

        その他 51,224,898 負債合計 27,388,103,451

        その他減価償却累計額 -40,297,563 【純資産の部】

        建設仮勘定 2,786,400   固定資産等形成分 125,230,284,621

      インフラ資産 100,260,723,673   余剰分（不足分） -25,158,146,733

        土地 350,465,333   他団体出資等分 4,679,979

        建物 1,977,528,696

        建物減価償却累計額 -1,057,771,033

        工作物 213,758,577,853

        工作物減価償却累計額 -114,891,315,908

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 123,238,732

      物品 5,287,493,836

      物品減価償却累計額 -4,194,232,534

    無形固定資産 12,637,399

      ソフトウェア 9,822,708

      その他 2,814,691

    投資その他の資産 4,149,127,786

      投資及び出資金 119,928,120

        有価証券 7,446,720

        出資金 112,481,400

        その他 -

      長期延滞債権 62,988,794

      長期貸付金 -

      基金 3,953,014,493

        減債基金 417,081,571

        その他 3,535,932,922

      その他 15,941,668

      徴収不能引当金 -2,745,289

  流動資産 4,230,622,620

    現金預金 1,918,203,029

    未収金 283,224,232

    短期貸付金 -

    基金 1,996,535,923

      財政調整基金 527,074,923

      減債基金 1,469,461,000

    棚卸資産 23,080,149

    その他 10,927,766

    徴収不能引当金 -1,348,479

  繰延資産 550,000 純資産合計 100,076,817,867

資産合計 127,464,921,318 負債及び純資産合計 127,464,921,318

連結貸借対照表
（平成31年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：邑南町

会計：連結会計 （単位：円）

    資産売却益 1,862,812

    その他 39,205,635

純行政コスト 17,439,543,273

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 1,146,000

  臨時利益 41,068,447

  臨時損失 343,321,822

    災害復旧事業費 298,875,440

    資産除売却損 43,300,382

    使用料及び手数料 1,817,640,572

    その他 777,945,268

純経常行政コスト 17,137,289,898

      社会保障給付 3,161,418,345

      その他 35,722,910

  経常収益 2,595,585,840

        その他 192,739,260

    移転費用 8,006,754,597

      補助金等 4,809,613,342

      その他の業務費用 450,748,594

        支払利息 256,765,607

        徴収不能引当金繰入額 1,243,727

        維持補修費 341,794,401

        減価償却費 5,046,401,097

        その他 -

        その他 93,538,046

      物件費等 8,090,550,236

        物件費 2,702,354,738

        職員給与費 2,883,049,396

        賞与等引当金繰入額 196,784,634

        退職手当引当金繰入額 11,450,235

  経常費用 19,732,875,738

    業務費用 11,726,121,141

      人件費 3,184,822,311

連結行政コスト計算書
自　平成30年4月1日
至　平成31年3月31日

科目名 金額



【様式第3号】

自治体名：邑南町

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 104,047,789,098 130,227,057,144 -26,183,322,632 4,054,586

  純行政コスト（△） -17,439,543,273 -17,439,174,774 -368,499

  財源 14,605,837,282 14,604,843,390 993,892

    税収等 9,723,215,376 9,723,215,376 -

    国県等補助金 4,882,621,906 4,881,628,014 993,892

  本年度差額 -2,833,705,991 -2,834,331,384 625,393

  固定資産等の変動（内部変動） -3,984,099,164 3,984,099,164

    有形固定資産等の増加 1,113,024,676 -1,113,024,676

    有形固定資産等の減少 -5,060,066,149 5,060,066,149

    貸付金・基金等の増加 350,342,817 -350,342,817

    貸付金・基金等の減少 -387,400,508 387,400,508

  資産評価差額 -8,040 -8,040

  無償所管換等 -785,685,572 -785,685,572

  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 -350,851,628 -215,788,716 -135,062,912 -

  その他 -720,000 -11,191,031 10,471,031

  本年度純資産変動額 -3,970,971,231 -4,996,772,523 1,025,175,899 625,393

本年度末純資産残高 100,076,817,867 125,230,284,621 -25,158,146,733 4,679,979

連結純資産変動計算書
自　平成30年4月1日
至　平成31年3月31日



【様式第4号】

自治体名：邑南町

会計：連結会計 （単位：円）

前年度末歳計外現金残高 92,543,511

本年度歳計外現金増減額 -4,806,184

本年度末歳計外現金残高 87,737,327

本年度末現金預金残高 1,918,203,029

財務活動収支 -933,178,441

本年度資金収支額 24,465,195

前年度末資金残高 2,094,829,476

比例連結割合変更に伴う差額 -288,828,969

本年度末資金残高 1,830,465,702

    地方債等償還支出 2,712,354,059

    その他の支出 2,464,057

  財務活動収入 1,781,639,675

    地方債等発行収入 1,770,302,800

    その他の収入 11,336,875

    資産売却収入 1,862,813

    その他の収入 30,484,848

投資活動収支 -751,173,418

【財務活動収支】

  財務活動支出 2,714,818,116

    その他の支出 80

  投資活動収入 697,734,659

    国県等補助金収入 280,825,637

    基金取崩収入 382,193,580

    貸付金元金回収収入 2,367,781

  投資活動支出 1,448,908,077

    公共施設等整備費支出 1,107,053,318

    基金積立金支出 339,682,679

    投資及び出資金支出 172,000

    貸付金支出 2,000,000

    災害復旧事業費支出 298,875,440

    その他の支出 1,146,000

  臨時収入 155,542,952

業務活動収支 1,708,817,054

【投資活動収支】

    税収等収入 9,690,638,433

    国県等補助金収入 4,511,538,947

    使用料及び手数料収入 1,790,579,514

    その他の収入 517,675,593

  臨時支出 300,021,440

    移転費用支出 8,009,991,019

      補助金等支出 4,809,504,396

      社会保障給付支出 3,161,418,345

      その他の支出 39,068,278

  業務収入 16,510,432,487

    業務費用支出 6,647,145,926

      人件費支出 3,135,178,813

      物件費等支出 3,062,959,124

      支払利息支出 256,765,607

      その他の支出 192,242,382

連結資金収支計算書
自　平成30年4月1日
至　平成31年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 14,657,136,945


