
【様式第1号】

自治体名：邑南町

会計：全体会計 （単位：円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 111,160,819,968   固定負債 22,496,018,666

    有形固定資産 106,033,526,536     地方債等 19,109,760,652

      事業用資産 12,005,496,977     長期未払金 -

        土地 3,173,245,309     退職手当引当金 2,254,978,128

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 28,003,792,579     その他 1,131,279,886

        建物減価償却累計額 -19,534,361,287   流動負債 2,471,308,921

        工作物 2,027,479,272     １年内償還予定地方債等 2,215,322,390

        工作物減価償却累計額 -1,676,575,696     未払金 27,964,417

        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 135,713,392

        航空機 -     預り金 91,843,112

        航空機減価償却累計額 -     その他 465,610

        その他 - 負債合計 24,967,327,587

        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 112,015,774,505

      インフラ資産 93,206,642,849   余剰分（不足分） -24,435,489,174

        土地 351,193,479   他団体出資等分 -

        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 4,389,809,911

      物品減価償却累計額 -3,568,423,201

    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 5,108,334,815

      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 -

      長期延滞債権 74,185,290

      長期貸付金 -

      基金 4,564,803,030

        減債基金 1,366,340,684

        その他 3,198,462,346

      その他 -

      徴収不能引当金 -3,367,776

  流動資産 1,386,792,950

    現金預金 483,218,930

    未収金 42,004,662

    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 -1,485,795

  繰延資産 - 純資産合計 87,580,285,331

資産合計 112,547,612,918 負債及び純資産合計 112,547,612,918

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：全体会計 （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 16,935,415,834

    業務費用 9,615,526,359

      人件費 1,910,952,092

        職員給与費 1,588,520,973

        賞与等引当金繰入額 134,581,945

        退職手当引当金繰入額 35,046,888

        その他 152,802,286

      物件費等 7,439,931,148

        物件費 2,400,993,301

        維持補修費 280,874,192

        減価償却費 4,758,063,655

        その他 -

      その他の業務費用 264,643,119

        支払利息 190,462,565

        徴収不能引当金繰入額 1,498,305

        その他 72,682,249

    移転費用 7,319,889,475

      補助金等 6,052,994,216

      社会保障給付 1,255,862,738

      その他 11,032,521

  経常収益 1,128,402,423

    使用料及び手数料 772,755,607

    その他 355,646,816

純経常行政コスト 15,807,013,411

  臨時損失 164,084,171

    災害復旧事業費 152,905,090

    資産除売却損 11,179,081

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 4,905,631

    資産売却益 4,905,631

    その他 -

純行政コスト 15,966,191,951



【様式第3号】

自治体名：邑南町

会計：全体会計 （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 91,002,510,848 115,854,408,591 -24,851,897,743 -

  純行政コスト（△） -15,966,191,951 -15,966,191,951 -

  財源 12,539,595,566 12,539,595,566 -

    税収等 8,037,186,035 8,037,186,035 -

    国県等補助金 4,502,409,531 4,502,409,531 -

  本年度差額 -3,426,596,385 -3,426,596,385 -

  固定資産等の変動（内部変動） -3,834,504,956 3,834,504,956

    有形固定資産等の増加 940,138,750 -940,138,750

    有形固定資産等の減少 -4,764,013,533 4,764,013,533

    貸付金・基金等の増加 555,464,474 -555,464,474

    貸付金・基金等の減少 -566,094,647 566,094,647

  資産評価差額 14,520 14,520

  無償所管換等 -19,410,961 -19,410,961

  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 23,767,309 15,267,311 8,499,998

  本年度純資産変動額 -3,422,225,517 -3,838,634,086 416,408,569 -

本年度末純資産残高 87,580,285,331 112,015,774,505 -24,435,489,174 -

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：全体会計 （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 12,205,004,846

    業務費用支出 4,877,624,571

      人件費支出 1,942,369,457

      物件費等支出 2,688,154,091

      支払利息支出 190,462,565

      その他の支出 56,638,458

    移転費用支出 7,327,380,275

      補助金等支出 6,052,994,216

      社会保障給付支出 1,255,862,738

      その他の支出 18,523,321

  業務収入 13,307,577,597

    税収等収入 8,022,810,720

    国県等補助金収入 4,216,828,371

    使用料及び手数料収入 772,253,885

    その他の収入 295,684,621

  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 1,020,361,661

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,489,076,129

    公共施設等整備費支出 937,126,303

    基金積立金支出 551,949,826

    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 925,084,792

    国県等補助金収入 164,422,000

    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 208,301,916

投資活動収支 -563,991,337

【財務活動収支】

  財務活動支出 2,472,926,368

    地方債等償還支出 2,472,297,628

    その他の支出 628,740

  財務活動収入 2,198,906,000

    地方債等発行収入 2,192,078,000

    その他の収入 6,828,000

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 483,218,930

財務活動収支 -274,020,368

本年度資金収支額 182,349,956

前年度末資金残高 211,577,402

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 393,927,358


