
【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 114,722,939,835   固定負債 22,544,027,769

    有形固定資産 109,893,386,257     地方債等 19,287,792,042

      事業用資産 12,548,237,680     長期未払金 -

        土地 3,163,119,568     退職手当引当金 2,278,299,293

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 27,912,302,853     その他 977,936,434

        建物減価償却累計額 -19,030,341,786   流動負債 2,648,899,867

        工作物 1,945,152,737     １年内償還予定地方債等 2,326,010,626

        工作物減価償却累計額 -1,652,844,572     未払金 94,107,275

        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 138,906,458

        航空機 -     預り金 89,403,703

        航空機減価償却累計額 -     その他 471,805

        その他 - 負債合計 25,192,927,636

        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 115,854,408,591

      インフラ資産 96,577,891,979   余剰分（不足分） -24,851,897,743

        土地 351,180,999   他団体出資等分 -

        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 4,238,499,168

      物品減価償却累計額 -3,471,242,570

    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 4,827,168,938

      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 -

      長期延滞債権 58,728,425

      長期貸付金 -

      基金 4,298,190,685

        減債基金 1,121,472,639

        その他 3,176,718,046

      その他 -

      徴収不能引当金 -2,449,923

  流動資産 1,472,498,649

    現金預金 299,754,585

    未収金 42,637,418

    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 -1,362,110

  繰延資産 - 純資産合計 91,002,510,848

資産合計 116,195,438,484 負債及び純資産合計 116,195,438,484

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：全体会計 （単位：円）

    資産売却益 4,874,466

    その他 7,315

純行政コスト 13,964,973,417

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 4,881,781

  臨時損失 317,675,734

    災害復旧事業費 243,248,682

    資産除売却損 74,427,052

    使用料及び手数料 773,576,664

    その他 660,692,246

純経常行政コスト 13,652,179,464

      社会保障給付 1,270,057,614

      その他 35,503,534

  経常収益 1,434,268,910

        その他 64,211,462

    移転費用 5,913,010,612

      補助金等 4,607,449,464

      その他の業務費用 280,212,309

        支払利息 214,717,155

        徴収不能引当金繰入額 1,283,692

        維持補修費 195,417,618

        減価償却費 4,855,215,358

        その他 -

        その他 94,558,612

      物件費等 7,001,598,999

        物件費 1,950,966,023

        職員給与費 1,658,085,656

        賞与等引当金繰入額 138,906,458

        退職手当引当金繰入額 75,728

  経常費用 15,086,448,374

    業務費用 9,173,437,762

      人件費 1,891,626,454

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



【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 97,868,828,358 123,345,843,576 -25,477,015,218 -

  純行政コスト（△） -13,964,973,417 -13,964,973,417 -

  財源 10,979,569,451 10,979,569,451 -

    税収等 7,996,949,447 7,996,949,447 -

    国県等補助金 2,982,620,004 2,982,620,004 -

  本年度差額 -2,985,403,966 -2,985,403,966 -

  固定資産等の変動（内部変動） -3,619,021,441 3,619,021,441

    有形固定資産等の増加 1,134,940,573 -1,134,940,573

    有形固定資産等の減少 -4,904,490,539 4,904,490,539

    貸付金・基金等の増加 697,307,525 -697,307,525

    貸付金・基金等の減少 -546,779,000 546,779,000

  資産評価差額 -19,080 -19,080

  無償所管換等 -3,872,394,464 -3,872,394,464

  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 -8,500,000 - -8,500,000

  本年度純資産変動額 -6,866,317,510 -7,491,434,985 625,117,475 -

本年度末純資産残高 91,002,510,848 115,854,408,591 -24,851,897,743 -

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：全体会計 （単位：円）

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 299,754,585

財務活動収支 -601,920,346

本年度資金収支額 -171,958,021

前年度末資金残高 383,535,423

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 211,577,402

    地方債等償還支出 2,448,708,706

    その他の支出 440,640

  財務活動収入 1,847,229,000

    地方債等発行収入 1,839,938,000

    その他の収入 7,291,000

    資産売却収入 4,881,456

    その他の収入 -209,032,448

投資活動収支 -1,247,771,773

【財務活動収支】

  財務活動支出 2,449,149,346

    その他の支出 -

  投資活動収入 588,415,642

    国県等補助金収入 245,740,551

    基金取崩収入 544,419,000

    貸付金元金回収収入 2,407,083

  投資活動支出 1,836,187,415

    公共施設等整備費支出 1,134,933,258

    基金積立金支出 699,254,157

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 2,000,000

    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 1,677,734,098

【投資活動収支】

    税収等収入 7,939,277,942

    国県等補助金収入 2,675,310,063

    使用料及び手数料収入 773,194,515

    その他の収入 628,760,583

  臨時支出 243,248,682

    移転費用支出 5,911,807,512

      補助金等支出 4,607,449,464

      社会保障給付支出 1,270,057,614

      その他の支出 34,300,434

  業務収入 12,016,543,103

    業務費用支出 4,325,458,811

      人件費支出 1,875,659,948

      物件費等支出 2,171,542,502

      支払利息支出 214,717,155

      その他の支出 63,539,206

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 10,237,266,323


