
【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 116,556,486,826   固定負債 23,664,632,334

    有形固定資産 111,360,902,625     地方債等 19,891,940,586

      事業用資産 13,780,783,771     長期未払金 -

        土地 3,220,673,071     退職手当引当金 2,481,922,143

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 32,627,906,557     その他 1,290,769,605

        建物減価償却累計額 -22,655,550,056   流動負債 2,904,504,522

        工作物 2,182,797,281     １年内償還予定地方債等 2,427,683,521

        工作物減価償却累計額 -1,832,665,072     未払金 169,463,954

        船舶 531,691     未払費用 2,388,133

        船舶減価償却累計額 -531,690     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 209,183,837

        航空機 -     預り金 91,150,405

        航空機減価償却累計額 -     その他 4,634,672

        その他 52,034,415 負債合計 26,569,136,856

        その他減価償却累計額 -42,283,248 【純資産の部】

        建設仮勘定 227,870,822   固定資産等形成分 117,726,605,796

      インフラ資産 96,577,891,979   余剰分（不足分） -24,434,303,147

        土地 351,180,999   他団体出資等分 3,770,787

        建物 1,978,710,899

        建物減価償却累計額 -1,099,570,075

        工作物 214,138,048,353

        工作物減価償却累計額 -118,852,618,197

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 62,140,000

      物品 5,322,168,028

      物品減価償却累計額 -4,319,941,153

    無形固定資産 11,707,812

      ソフトウェア 9,067,937

      その他 2,639,875

    投資その他の資産 5,183,876,389

      投資及び出資金 116,512,472

        有価証券 4,031,072

        出資金 112,481,400

        その他 -

      長期延滞債権 58,755,069

      長期貸付金 -

      基金 4,993,124,171

        減債基金 1,121,472,639

        その他 3,871,651,532

      その他 17,939,779

      徴収不能引当金 -2,455,102

  流動資産 3,306,035,512

    現金預金 1,826,171,068

    未収金 272,730,810

    短期貸付金 -

    基金 1,170,118,970

      財政調整基金 312,391,915

      減債基金 857,727,055

    棚卸資産 26,210,790

    その他 12,605,186

    徴収不能引当金 -1,801,312

  繰延資産 2,687,954 純資産合計 93,296,073,436

資産合計 119,865,210,292 負債及び純資産合計 119,865,210,292

連結貸借対照表
（令和2年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：邑南町

会計：連結会計 （単位：円）

連結行政コスト計算書
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 19,909,834,726

    業務費用 11,857,878,031

      人件費 3,128,106,220

        職員給与費 2,820,720,373

        賞与等引当金繰入額 209,183,837

        退職手当引当金繰入額 804,839

        その他 97,397,171

      物件費等 8,349,576,158

        物件費 2,743,826,480

        維持補修費 601,653,716

        減価償却費 5,004,095,209

        その他 753

      その他の業務費用 380,195,653

        支払利息 226,885,555

        徴収不能引当金繰入額 1,667,910

        その他 151,642,188

    移転費用 8,051,956,695

      補助金等 4,795,271,300

      社会保障給付 3,208,936,864

      その他 47,748,531

  経常収益 2,555,077,475

    使用料及び手数料 1,767,962,314

    その他 787,115,161

純経常行政コスト 17,354,757,251

  臨時損失 349,479,036

    災害復旧事業費 243,248,682

    資産除売却損 77,590,969

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 28,639,385

  臨時利益 5,353,046

    資産売却益 5,321,731

    その他 31,315

純行政コスト 17,698,883,241



【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 100,076,817,867 125,230,284,621 -25,158,146,733 4,679,979

  純行政コスト（△） -17,698,883,241 -17,697,973,600 -909,641

  財源 14,833,796,553 14,833,796,104 449

    税収等 9,857,599,864 9,857,599,864 -

    国県等補助金 4,976,196,689 4,976,196,240 449

  本年度差額 -2,865,086,688 -2,864,177,496 -909,192

  固定資産等の変動（内部変動） -3,638,001,966 3,638,001,966

    有形固定資産等の増加 1,236,306,011 -1,236,306,011

    有形固定資産等の減少 -5,056,157,022 5,056,157,022

    貸付金・基金等の増加 782,752,077 -782,752,077

    貸付金・基金等の減少 -600,903,032 600,903,032

  資産評価差額 -19,080 -19,080

  無償所管換等 -3,874,545,597 -3,874,545,597

  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 -32,574,266 -19,046,231 -13,528,035 -

  その他 -8,518,800 27,934,049 -36,452,849

  本年度純資産変動額 -6,780,744,431 -7,503,678,825 723,843,586 -909,192

本年度末純資産残高 93,296,073,436 117,726,605,796 -24,434,303,147 3,770,787

連結純資産変動計算書
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：連結会計 （単位：円）

連結資金収支計算書
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 14,884,548,548

    業務費用支出 6,830,988,245

      人件費支出 3,091,456,144

      物件費等支出 3,360,383,192

      支払利息支出 226,885,555

      その他の支出 152,263,354

    移転費用支出 8,053,560,303

      補助金等支出 4,795,274,831

      社会保障給付支出 3,208,936,864

      その他の支出 49,348,608

  業務収入 16,928,896,270

    税収等収入 9,774,830,301

    国県等補助金収入 4,647,642,246

    使用料及び手数料収入 1,793,822,231

    その他の収入 712,601,492

  臨時支出 271,888,067

    災害復旧事業費支出 243,248,682

    その他の支出 28,639,385

  臨時収入 141,706,000

業務活動収支 1,914,165,655

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,998,802,944

    公共施設等整備費支出 1,221,065,223

    基金積立金支出 775,719,371

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 2,000,000

    その他の支出 18,350

  投資活動収入 711,762,977

    国県等補助金収入 284,546,949

    基金取崩収入 592,110,374

    貸付金元金回収収入 2,407,083

    資産売却収入 5,328,722

    その他の収入 -172,630,151

投資活動収支 -1,287,039,967

【財務活動収支】

  財務活動支出 2,580,088,180

    地方債等償還支出 2,576,649,781

    その他の支出 3,438,399

  財務活動収入 1,884,350,200

    地方債等発行収入 1,877,059,200

    その他の収入 7,291,000

前年度末歳計外現金残高 87,737,327

本年度歳計外現金増減額 1,934,317

本年度末歳計外現金残高 89,671,644

本年度末現金預金残高 1,826,171,068

財務活動収支 -695,737,980

本年度資金収支額 -68,612,292

前年度末資金残高 1,830,465,702

比例連結割合変更に伴う差額 -25,353,986

本年度末資金残高 1,736,499,424


