
【様式第1号】

自治体名：邑南町

会計：一般会計等 （単位：円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 95,803,416,112   固定負債 13,941,947,335

    有形固定資産 90,867,388,730     地方債 11,810,929,070

      事業用資産 11,762,434,334     長期未払金 -

        土地 3,160,165,394     退職手当引当金 2,129,701,565

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 27,685,387,777     その他 1,316,700

        建物減価償却累計額 -19,440,586,888   流動負債 1,653,501,446

        工作物 2,017,886,794     １年内償還予定地方債 1,443,585,727

        工作物減価償却累計額 -1,672,335,543     未払金 -

        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 120,174,507

        航空機 -     預り金 89,291,572

        航空機減価償却累計額 -     その他 449,640

        その他 - 負債合計 15,595,448,781

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 11,916,800   固定資産等形成分 96,658,370,649

      インフラ資産 78,807,225,605   余剰分（不足分） -15,251,711,698

        土地 211,268,061

        建物 283,060,763

        建物減価償却累計額 -265,758,470

        工作物 190,944,462,289

        工作物減価償却累計額 -112,392,606,624

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 26,799,586

      物品 1,689,637,149

      物品減価償却累計額 -1,391,908,358

    無形固定資産 18,958,617

      ソフトウェア 18,958,617

      その他 -

    投資その他の資産 4,917,068,765

      投資及び出資金 472,714,271

        有価証券 563,960

        出資金 472,150,311

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 50,308,336

      長期貸付金 -

      基金 4,396,764,975

        減債基金 1,366,340,684

        その他 3,030,424,291

      その他 -

      徴収不能引当金 -2,718,817

  流動資産 1,198,691,620

    現金預金 323,568,557

    未収金 13,175,817

    短期貸付金 -

    基金 854,954,537

      財政調整基金 395,850,451

      減債基金 459,104,086

    棚卸資産 -

    その他 8,100,616

    徴収不能引当金 -1,107,907 純資産合計 81,406,658,951

資産合計 97,002,107,732 負債及び純資産合計 97,002,107,732

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：一般会計等 （単位：円）

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 15,319,970,825

    業務費用 8,322,634,381

      人件費 1,673,289,679

        職員給与費 1,404,016,666

        賞与等引当金繰入額 120,174,507

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 149,098,506

      物件費等 6,520,587,725

        物件費 2,104,850,805

        維持補修費 265,455,387

        減価償却費 4,150,281,533

        その他 -

      その他の業務費用 128,756,977

        支払利息 60,239,346

        徴収不能引当金繰入額 1,099,790

        その他 67,417,841

    移転費用 6,997,336,444

      補助金等 4,468,251,449

      社会保障給付 1,255,862,738

      他会計への繰出金 1,265,603,756

      その他 7,618,501

  経常収益 629,372,443

    使用料及び手数料 397,652,299

    その他 231,720,144

純経常行政コスト 14,690,598,382

  臨時損失 159,712,011

    災害復旧事業費 152,905,090

    資産除売却損 6,806,921

    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 14,845,404,762

    その他 -

  臨時利益 4,905,631

    資産売却益 4,905,631



【様式第3号】

自治体名：邑南町

会計：一般会計等 （単位：円）

固定資産 
等形成分

余剰分 
(不足分)

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

  純行政コスト（△） -14,845,404,762 -14,845,404,762

  財源 11,162,642,770 11,162,642,770

    税収等 7,672,844,327 7,672,844,327

    国県等補助金 3,489,798,443 3,489,798,443

  本年度差額 -3,682,761,992 -3,682,761,992

  固定資産等の変動（内部変動） -3,402,871,198 3,402,871,198

    有形固定資産等の増加 784,724,882 -784,724,882

    有形固定資産等の減少 -4,151,859,251 4,151,859,251

    貸付金・基金等の増加 530,073,016 -530,073,016

    貸付金・基金等の減少 -565,809,845 565,809,845

  資産評価差額 14,520 14,520

  無償所管換等 4,658,039 4,658,039

  その他 23,767,309 15,267,311 8,499,998

  本年度純資産変動額 -3,654,322,124 -3,382,931,328 -271,390,796

本年度末純資産残高 81,406,658,951 96,658,370,649 -15,251,711,698

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：一般会計等 （単位：円）

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 11,169,775,929

    業務費用支出 4,164,933,685

      人件費支出 1,676,564,433

      物件費等支出 2,376,773,092

      支払利息支出 60,239,346

      その他の支出 51,356,814

    移転費用支出 7,004,842,244

      補助金等支出 4,468,251,449

      社会保障給付支出 1,255,862,738

      他会計への繰出支出 1,265,603,756

      その他の支出 15,124,301

  業務収入 11,599,876,201

    税収等収入 7,669,840,458

    国県等補助金収入 3,304,278,443

    使用料及び手数料収入 397,574,655

    その他の収入 228,182,645

  臨時支出 152,905,090

    災害復旧事業費支出 152,905,090

    その他の支出 -

  臨時収入 70,694,000

業務活動収支 347,889,182

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,310,529,543

    公共施設等整備費支出 782,843,882

    基金積立金支出 527,685,661

    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 665,185,876

    国県等補助金収入 112,825,000

    基金取崩収入 545,811,700

    貸付金元金回収収入 405,848

    資産売却収入 6,143,328

    その他の収入 -

投資活動収支 -645,343,667

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,706,299,328

    地方債償還支出 1,705,670,588

    その他の支出 628,740

  財務活動収入 1,999,606,000

    地方債発行収入 1,996,378,000

前年度末歳計外現金残高 88,177,183

本年度歳計外現金増減額 1,114,389

本年度末歳計外現金残高 89,291,572

本年度末現金預金残高 323,568,557

    その他の収入 3,228,000

財務活動収支 293,306,672

本年度資金収支額 -4,147,813

前年度末資金残高 238,424,798

本年度末資金残高 234,276,985


