
【様式第1号】

自治体名：邑南町

会計：一般会計等 （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 98,909,833,221   固定負債 13,544,673,308

    有形固定資産 94,246,439,037     地方債 11,412,923,797

      事業用資産 12,293,831,785     長期未払金 -

        土地 3,150,039,653     退職手当引当金 2,131,676,071

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 27,593,898,051     その他 73,440

        建物減価償却累計額 -18,947,258,892   流動負債 1,774,349,705

        工作物 1,935,560,259     １年内償還予定地方債 1,559,383,586

        工作物減価償却累計額 -1,649,256,166     未払金 2,873,400

        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 123,449,261

        航空機 -     預り金 88,177,183

        航空機減価償却累計額 -     その他 466,275

        その他 - 負債合計 15,319,023,013

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 210,848,880   固定資産等形成分 100,041,301,977

      インフラ資産 81,748,484,559   余剰分（不足分） -14,980,320,902

        土地 211,267,581

        建物 283,060,763

        建物減価償却累計額 -264,777,230

        工作物 190,364,363,354

        工作物減価償却累計額 -108,857,822,909

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 12,393,000

      物品 1,535,891,754

      物品減価償却累計額 -1,331,769,061

    無形固定資産 2,384,640

      ソフトウェア 2,384,640

      その他 -

    投資その他の資産 4,661,009,544

      投資及び出資金 472,699,751

        有価証券 549,440

        出資金 472,150,311

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 35,747,658

      長期貸付金 -

      基金 4,154,416,795

        減債基金 1,121,472,639

        その他 3,032,944,156

      その他 -

      徴収不能引当金 -1,854,660

  流動資産 1,470,170,867

    現金預金 326,601,981

    未収金 13,079,074

    短期貸付金 -

    基金 1,131,468,756

      財政調整基金 273,741,701

      減債基金 857,727,055

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -978,944 純資産合計 85,060,981,075

資産合計 100,380,004,088 負債及び純資産合計 100,380,004,088

貸借対照表
（令和2年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：邑南町

会計：一般会計等 （単位：円）

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

科目名 金額

  経常費用 13,214,853,076

    業務費用 7,879,217,345

      人件費 1,694,541,211

        職員給与費 1,476,754,138

        賞与等引当金繰入額 123,449,261

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 94,337,812

      物件費等 6,053,117,109

        物件費 1,653,385,962

        維持補修費 156,758,596

        減価償却費 4,242,972,551

        その他 -

      その他の業務費用 131,559,025

        支払利息 71,551,952

        徴収不能引当金繰入額 870,095

        その他 59,136,978

    移転費用 5,335,635,731

      補助金等 2,815,096,058

      社会保障給付 1,270,057,614

      他会計への繰出金 1,220,394,073

      その他 30,087,986

  経常収益 982,743,722

    使用料及び手数料 402,748,439

    その他 579,995,283

純経常行政コスト 12,232,109,354

  臨時損失 308,267,644

    災害復旧事業費 243,248,682

    資産除売却損 65,018,962

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

純行政コスト 12,535,507,093

    その他 -

  臨時利益 4,869,905

    資産売却益 4,869,905



【様式第3号】

自治体名：邑南町

会計：一般会計等 （単位：円）

科目名 合計 固定資産等形成分 余剰分(不足分)

前年度末純資産残高 92,025,099,116 107,246,927,141 -15,221,828,025

  純行政コスト（△） -12,535,507,093 -12,535,507,093

  財源 9,457,643,428 9,457,643,428

    税収等 7,598,203,925 7,598,203,925

    国県等補助金 1,859,439,503 1,859,439,503

  本年度差額 -3,077,863,665 -3,077,863,665

  固定資産等の変動（内部変動） -3,327,870,788 3,327,870,788

    有形固定資産等の増加 804,238,414 -804,238,414

    有形固定資産等の減少 -4,282,832,653 4,282,832,653

    貸付金・基金等の増加 696,223,451 -696,223,451

    貸付金・基金等の減少 -545,500,000 545,500,000

  資産評価差額 -19,080 -19,080

  無償所管換等 -3,877,735,296 -3,877,735,296

  その他 -8,500,000 - -8,500,000

  本年度純資産変動額 -6,964,118,041 -7,205,625,164 241,507,123

本年度末純資産残高 85,060,981,075 100,041,301,977 -14,980,320,902

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



【様式第4号】

自治体名：邑南町

会計：一般会計等 （単位：円）

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

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 8,990,700,510

    業務費用支出 3,654,863,979

      人件費支出 1,689,633,404

      物件費等支出 1,835,303,419

      支払利息支出 71,551,952

      その他の支出 58,375,204

    移転費用支出 5,335,836,531

      補助金等支出 2,815,096,058

      社会保障給付支出 1,270,057,614

      他会計への繰出支出 1,220,394,073

      その他の支出 30,288,786

  業務収入 10,131,801,345

    税収等収入 7,596,965,058

    国県等補助金収入 1,572,225,562

    使用料及び手数料収入 403,362,046

    その他の収入 559,248,679

  臨時支出 243,248,682

    災害復旧事業費支出 243,248,682

    その他の支出 -

  臨時収入 141,706,000

業務活動収支 1,039,558,153

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,505,469,606

    公共施設等整備費支出 804,238,414

    基金積立金支出 699,231,192

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 2,000,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 695,685,040

    国県等補助金収入 143,468,941

    基金取崩収入 543,140,000

    貸付金元金回収収入 2,407,083

    資産売却収入 4,869,906

    その他の収入 1,799,110

投資活動収支 -809,784,566

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,699,063,891

    地方債償還支出 1,698,623,251

    その他の支出 440,640

  財務活動収入 1,484,829,000

    地方債発行収入 1,477,538,000

前年度末歳計外現金残高 86,559,851

本年度歳計外現金増減額 1,617,332

本年度末歳計外現金残高 88,177,183

本年度末現金預金残高 326,601,981

    その他の収入 7,291,000

財務活動収支 -214,234,891

本年度資金収支額 15,538,696

前年度末資金残高 222,886,102

本年度末資金残高 238,424,798


