
【様式第1号】

自治体名：邑南町

会計：連結会計 （単位：円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 114,881,786,638   固定負債 23,648,685,667

    有形固定資産 109,365,015,401     地方債等 19,702,104,902

      事業用資産 15,000,438,509     長期未払金 -

        土地 3,229,214,727     退職手当引当金 2,454,672,648

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 32,843,640,949     その他 1,491,908,117

        建物減価償却累計額 -23,276,190,200   流動負債 2,883,114,703

        工作物 2,265,507,815     １年内償還予定地方債等 2,318,973,946

        工作物減価償却累計額 -1,860,389,788     未払金 254,926,229

        船舶 517,427     未払費用 2,348,087

        船舶減価償却累計額 -517,426     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 209,032,077

        航空機 -     預り金 93,317,567

        航空機減価償却累計額 -     その他 4,516,797

        その他 33,102,128 負債合計 26,531,800,370

        その他減価償却累計額 -26,261,968 【純資産の部】

        建設仮勘定 1,791,814,845   固定資産等形成分 115,755,455,052

      インフラ資産 93,206,642,849   余剰分（不足分） -23,828,571,403

        土地 351,193,479   他団体出資等分 4,380,173

        建物 1,978,710,899

        建物減価償却累計額 -1,141,378,805

        工作物 214,842,399,198

        工作物減価償却累計額 -122,883,420,508

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 59,138,586

      物品 5,505,704,870

      物品減価償却累計額 -4,347,770,827

    無形固定資産 26,023,109

      ソフトウェア 23,424,332

      その他 2,598,777

    投資その他の資産 5,490,748,128

      投資及び出資金 118,492,188

        有価証券 6,010,788

        出資金 112,481,400

        その他 -

      長期延滞債権 74,208,964

      長期貸付金 -

      基金 5,270,033,088

        減債基金 1,366,340,684

        その他 3,903,692,404

      その他 31,386,607

      徴収不能引当金 -3,372,719

  流動資産 3,579,092,648

    現金預金 2,368,464,294

    未収金 292,184,040

    短期貸付金 -

    基金 873,668,414

      財政調整基金 414,564,328

      減債基金 459,104,086

    棚卸資産 29,223,787

    その他 17,753,462

    徴収不能引当金 -2,201,349

  繰延資産 2,184,906 純資産合計 91,931,263,822

資産合計 118,463,064,192 負債及び純資産合計 118,463,064,192

連結貸借対照表
（令和3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　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日

科目 金額

  経常費用 20,548,218,791

    業務費用 11,807,656,474

      人件費 3,123,748,270

        職員給与費 2,717,415,026

        賞与等引当金繰入額 207,900,630

        退職手当引当金繰入額 42,356,586

        その他 156,076,028

      物件費等 8,308,713,312

        物件費 3,068,822,594

        維持補修費 336,342,346

        減価償却費 4,903,547,657

        その他 715

      その他の業務費用 375,194,892

        支払利息 201,171,354

        徴収不能引当金繰入額 1,760,159

        その他 172,263,379

    移転費用 8,740,562,317

      補助金等 5,552,464,160

      社会保障給付 3,168,802,248

      その他 19,295,909

  経常収益 2,105,451,159

    使用料及び手数料 1,700,597,803

    その他 404,853,356

純経常行政コスト 18,442,767,632

  臨時損失 198,760,383

    災害復旧事業費 152,905,090

    資産除売却損 19,316,293

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 26,539,000

  臨時利益 32,168,638

    資産売却益 5,113,123

    その他 27,055,515

純行政コスト 18,609,359,377



【様式第3号】

自治体名：邑南町

会計：連結会計 （単位：円）

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 93,296,073,436 117,726,605,796 -24,434,303,147 3,770,787

  純行政コスト（△） -18,609,359,377 -18,609,968,763 609,386

  財源 16,984,348,622 16,984,348,622 -

    税収等 9,716,212,834 9,716,212,834 -

    国県等補助金 7,268,135,788 7,268,135,788 -

  本年度差額 -1,625,010,755 -1,625,620,141 609,386

  固定資産等の変動（内部変動） -2,188,833,044 2,188,833,044

    有形固定資産等の増加 2,729,428,729 -2,729,428,729

    有形固定資産等の減少 -4,920,803,819 4,920,803,819

    貸付金・基金等の増加 602,169,258 -602,169,258

    貸付金・基金等の減少 -599,627,212 599,627,212

  資産評価差額 -333,076 -333,076

  無償所管換等 188,277,933 188,277,933

  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 48,488,975 16,247,182 32,241,793 -

  その他 23,767,309 13,490,261 10,277,048

  本年度純資産変動額 -1,364,809,614 -1,971,150,744 605,731,744 609,386

本年度末純資産残高 91,931,263,822 115,755,455,052 -23,828,571,403 4,380,173

連結純資産変動計算書
自　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日

科目 合計



【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　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日

科目 金額

【業務活動収支】

  業務支出 15,676,491,647

    業務費用支出 6,930,567,581

      人件費支出 3,146,451,173

      物件費等支出 3,418,475,163

      支払利息支出 201,171,354

      その他の支出 164,469,891

    移転費用支出 8,745,924,066

      補助金等支出 5,552,428,502

      社会保障給付支出 3,168,802,248

      その他の支出 24,693,316

  業務収入 18,671,517,599

    税収等収入 9,681,806,279

    国県等補助金収入 6,906,499,090

    使用料及び手数料収入 1,721,441,356

    その他の収入 361,770,874

  臨時支出 179,444,090

    災害復旧事業費支出 152,905,090

    その他の支出 26,539,000

  臨時収入 97,981,506

業務活動収支 2,913,563,368

【投資活動収支】

  投資活動支出 3,157,151,928

    公共施設等整備費支出 2,575,943,417

    基金積立金支出 581,208,511

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,038,930,518

    国県等補助金収入 187,560,307

    基金取崩収入 574,082,725

    貸付金元金回収収入 405,848

    資産売却収入 6,350,821

    その他の収入 270,530,817

投資活動収支 -2,118,221,410

【財務活動収支】

  財務活動支出 2,614,580,652

    地方債等償還支出 2,609,900,725

    その他の支出 4,679,927

  財務活動収入 2,318,518,760

    地方債等発行収入 2,311,690,760

    その他の収入 6,828,000

前年度末歳計外現金残高 89,671,644

本年度歳計外現金増減額 884,312

本年度末歳計外現金残高 90,555,956

本年度末現金預金残高 2,368,464,294

財務活動収支 -296,061,892

本年度資金収支額 499,280,066

前年度末資金残高 1,736,499,424

比例連結割合変更に伴う差額 42,128,848

本年度末資金残高 2,277,908,338


