
【様式第1号】

自治体名：邑南町

会計：一般会計等 （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 105,288,676,897   固定負債 13,639,208,954

    有形固定資産 101,600,574,012     地方債 11,486,269,383

      事業用資産 16,178,511,551     長期未払金 -

        土地 2,919,514,674     退職手当引当金 2,152,425,491

        立木竹 3,981,762,379     損失補償等引当金 -

        建物 27,496,111,581     その他 514,080

        建物減価償却累計額 -18,531,739,872   流動負債 1,907,266,727

        工作物 1,901,498,290     １年内償還予定地方債 1,698,623,251

        工作物減価償却累計額 -1,591,421,901     未払金 3,074,200

        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 118,541,454

        航空機 -     預り金 86,559,851

        航空機減価償却累計額 -     その他 467,971

        その他 - 負債合計 15,546,475,681

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 2,786,400   固定資産等形成分 107,246,927,141

      インフラ資産 85,171,632,338   余剰分（不足分） -15,221,828,025

        土地 210,846,386

        建物 283,060,763

        建物減価償却累計額 -263,795,990

        工作物 190,195,195,928

        工作物減価償却累計額 -105,323,969,635

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 70,294,886

      物品 1,527,570,724

      物品減価償却累計額 -1,277,140,601

    無形固定資産 4,579,200

      ソフトウェア 4,579,200

      その他 -

    投資その他の資産 3,683,523,685

      投資及び出資金 472,718,831

        有価証券 568,520

        出資金 472,150,311

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 41,137,290

      長期貸付金 -

      基金 3,171,904,115

        減債基金 417,081,571

        その他 2,754,822,544

      その他 -

      徴収不能引当金 -2,236,551

  流動資産 2,282,897,900

    現金預金 309,445,953

    未収金 15,572,349

    短期貸付金 -

    基金 1,958,250,244

      財政調整基金 488,789,244

      減債基金 1,469,461,000

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -370,646 純資産合計 92,025,099,116

資産合計 107,571,574,797 負債及び純資産合計 107,571,574,797

貸借対照表
（平成31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）

    その他 -

純行政コスト 12,382,892,800

    その他 -

  臨時利益 1,862,812

    資産売却益 1,862,812

    資産除売却損 30,038,515

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

純経常行政コスト 12,145,697,657

  臨時損失 239,057,955

    災害復旧事業費 209,019,440

  経常収益 936,955,445

    使用料及び手数料 412,553,044

    その他 524,402,401

      社会保障給付 1,248,950,454

      他会計への繰出金 1,208,014,615

      その他 10,694,188

        その他 61,823,425

    移転費用 5,171,490,215

      補助金等 2,703,830,958

      その他の業務費用 149,134,361

        支払利息 86,770,643

        徴収不能引当金繰入額 540,293

        維持補修費 185,198,210

        減価償却費 4,288,714,383

        その他 -

        その他 90,299,339

      物件費等 6,032,455,700

        物件費 1,558,543,107

        職員給与費 1,520,732,033

        賞与等引当金繰入額 118,541,454

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 13,082,653,102

    業務費用 7,911,162,887

      人件費 1,729,572,826

行政コスト計算書
自　平成30年4月1日
至　平成31年3月31日

科目名 金額



【様式第3号】

自治体名：邑南町

会計：一般会計等 （単位：円）

科目名 合計 固定資産等形成分 余剰分(不足分)

前年度末純資産残高 95,831,829,076 111,790,045,723 -15,958,216,647

  純行政コスト（△） -12,382,892,800 -12,382,892,800

  財源 9,373,077,340 9,373,077,340

    税収等 7,599,427,599 7,599,427,599

    国県等補助金 1,773,649,741 1,773,649,741

  本年度差額 -3,009,815,460 -3,009,815,460

  固定資産等の変動（内部変動） -3,746,204,082 3,746,204,082

    有形固定資産等の増加 571,115,555 -571,115,555

    有形固定資産等の減少 -4,289,117,567 4,289,117,567

    貸付金・基金等の増加 280,697,986 -280,697,986

    貸付金・基金等の減少 -308,900,056 308,900,056

  資産評価差額 -8,040 -8,040

  無償所管換等 -796,186,460 -796,186,460

  その他 -720,000 -720,000 -

  本年度純資産変動額 -3,806,729,960 -4,543,118,582 736,388,622

本年度末純資産残高 92,025,099,116 107,246,927,141 -15,221,828,025

純資産変動計算書
自　平成30年4月1日
至　平成31年3月31日



【様式第4号】

自治体名：邑南町

会計：一般会計等 （単位：円）

前年度末歳計外現金残高 91,296,947

本年度歳計外現金増減額 -4,737,096

本年度末歳計外現金残高 86,559,851

本年度末現金預金残高 309,445,953

    その他の収入 6,536,875

財務活動収支 -571,533,645

本年度資金収支額 -47,883,395

前年度末資金残高 270,769,497

本年度末資金残高 222,886,102

  財務活動支出 1,858,922,520

    地方債償還支出 1,858,414,260

    その他の支出 508,260

  財務活動収入 1,287,388,875

    地方債発行収入 1,280,852,000

    貸付金元金回収収入 2,367,781

    資産売却収入 1,862,813

    その他の収入 7,048,003

投資活動収支 -404,581,818

【財務活動収支】

    貸付金支出 2,000,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 445,611,597

    国県等補助金収入 128,366,000

    基金取崩収入 305,967,000

【投資活動収支】

  投資活動支出 850,193,415

    公共施設等整備費支出 571,115,555

    基金積立金支出 276,905,860

    投資及び出資金支出 172,000

  臨時支出 209,019,440

    災害復旧事業費支出 209,019,440

    その他の支出 -

  臨時収入 76,437,837

業務活動収支 928,232,068

  業務収入 9,870,425,986

    税収等収入 7,598,554,446

    国県等補助金収入 1,563,655,172

    使用料及び手数料収入 412,395,751

    その他の収入 295,820,617

    移転費用支出 5,168,416,015

      補助金等支出 2,703,830,958

      社会保障給付支出 1,248,950,454

      他会計への繰出支出 1,208,014,615

      その他の支出 7,619,988

    業務費用支出 3,641,196,300

      人件費支出 1,719,225,583

      物件費等支出 1,773,376,649

      支払利息支出 86,770,643

      その他の支出 61,823,425

資金収支計算書
自　平成30年4月1日
至　平成31年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 8,809,612,315


