
【様式第1号】

自治体名：邑南町

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 121,387,593,332   固定負債 23,236,881,513

    有形固定資産 117,533,136,127     地方債等 19,765,364,669

      事業用資産 16,423,788,655     長期未払金 -

        土地 2,932,594,589     退職手当引当金 2,310,194,898

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

        建物 27,816,816,677     その他 1,161,321,946

        建物減価償却累計額 -18,625,381,869   流動負債 2,752,925,702

        工作物 1,909,707,378     １年内償還予定地方債等 2,448,708,705

        工作物減価償却累計額 -1,594,496,899     未払金 82,960,077

        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 132,927,248

        航空機 -     預り金 87,825,701

        航空機減価償却累計額 -     その他 503,971

        その他 - 負債合計 25,989,807,215

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 2,786,400   固定資産等形成分 123,345,843,576

      インフラ資産 100,260,723,673   余剰分（不足分） -25,477,015,218

        土地 350,465,333   他団体出資等分 -

        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 4,225,529,293

      物品減価償却累計額 -3,376,905,494

    無形固定資産 4,579,200

      ソフトウェア 4,579,200

      その他 -

    投資その他の資産 3,849,878,005

      投資及び出資金 472,718,831

        有価証券 568,520

        出資金 472,150,311

        その他 -

      長期延滞債権 62,965,091

      長期貸付金 -

      基金 3,316,934,040

        減債基金 417,081,571

        その他 2,899,852,469

      その他 -

      徴収不能引当金 -2,739,957

  流動資産 2,471,042,241

    現金預金 470,095,274

    未収金 43,483,519

    短期貸付金 -

    基金 1,958,250,244

      財政調整基金 488,789,244

      減債基金 1,469,461,000

    棚卸資産 -

    その他 6,800

    徴収不能引当金 -793,596

  繰延資産 - 純資産合計 97,868,828,358

資産合計 123,858,635,573 負債及び純資産合計 123,858,635,573

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：全体会計 （単位：円）

    資産売却益 1,862,812

    その他 -

純行政コスト 13,685,243,720

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 1,862,812

  臨時損失 246,664,253

    災害復旧事業費 209,019,440

    資産除売却損 37,644,813

    使用料及び手数料 785,336,033

    その他 603,348,761

純経常行政コスト 13,440,442,279

      社会保障給付 1,248,950,454

      その他 15,145,288

  経常収益 1,388,684,794

        その他 85,197,308

    移転費用 5,637,568,215

      補助金等 4,373,472,473

      その他の業務費用 328,950,256

        支払利息 242,697,776

        徴収不能引当金繰入額 1,055,172

        維持補修費 197,481,450

        減価償却費 4,886,030,097

        その他 -

        その他 90,520,139

      物件費等 6,930,138,513

        物件費 1,846,626,966

        職員給与費 1,697,753,459

        賞与等引当金繰入額 132,927,248

        退職手当引当金繰入額 11,269,243

  経常費用 14,829,127,073

    業務費用 9,191,558,858

      人件費 1,932,470,089

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：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 101,528,704,764 127,981,714,024 -26,453,009,260 -

  純行政コスト（△） -13,685,243,720 -13,685,243,720 -

  財源 10,811,780,926 10,811,780,926 -

    税収等 7,959,852,786 7,959,852,786 -

    国県等補助金 2,851,928,140 2,851,928,140 -

  本年度差額 -2,873,462,794 -2,873,462,794 -

  固定資産等の変動（内部変動） -3,849,456,836 3,849,456,836

    有形固定資産等の増加 1,043,022,499 -1,043,022,499

    有形固定資産等の減少 -4,894,039,579 4,894,039,579

    貸付金・基金等の増加 318,689,605 -318,689,605

    貸付金・基金等の減少 -317,129,361 317,129,361

  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 - - - -

  その他 -720,000 -720,000 -

  本年度純資産変動額 -3,659,876,406 -4,635,870,448 975,994,042 -

本年度末純資産残高 97,868,828,358 123,345,843,576 -25,477,015,218 -

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：全体会計 （単位：円）

前年度末歳計外現金残高 91,296,947

本年度歳計外現金増減額 -4,737,096

本年度末歳計外現金残高 86,559,851

本年度末現金預金残高 470,095,274

財務活動収支 -825,369,111

本年度資金収支額 2,721,928

前年度末資金残高 380,813,495

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 383,535,423

    地方債等償還支出 2,589,219,702

    その他の支出 538,284

  財務活動収入 1,764,388,875

    地方債等発行収入 1,753,052,000

    その他の収入 11,336,875

    資産売却収入 1,862,813

    その他の収入 3,130,096

投資活動収支 -791,656,370

【財務活動収支】

  財務活動支出 2,589,757,986

    その他の支出 -

  投資活動収入 568,192,080

    国県等補助金収入 247,001,390

    基金取崩収入 313,830,000

    貸付金元金回収収入 2,367,781

  投資活動支出 1,359,848,450

    公共施設等整備費支出 1,043,022,499

    基金積立金支出 314,653,951

    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 209,019,440

    その他の支出 -

  臨時収入 76,437,837

業務活動収支 1,619,747,409

【投資活動収支】

    税収等収入 7,952,634,037

    国県等補助金収入 2,553,657,225

    使用料及び手数料収入 784,495,057

    その他の収入 353,096,157

  臨時支出 209,019,440

    移転費用支出 5,636,507,215

      補助金等支出 4,373,472,473

      社会保障給付支出 1,248,950,454

      その他の支出 14,084,288

  業務収入 11,643,882,476

    業務費用支出 4,255,046,249

      人件費支出 1,882,051,372

      物件費等支出 2,045,543,882

      支払利息支出 242,697,776

      その他の支出 84,753,219

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 9,891,553,464


