
【様式第1号】

自治体名：南部町

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 16,550,032,526   固定負債 4,311,532,408

    有形固定資産 12,838,885,033     地方債 2,999,974,408

      事業用資産 10,612,932,496     長期未払金 -

        土地 4,314,895,953     退職手当引当金 1,311,558,000

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 14,130,405,247     その他 -

        建物減価償却累計額 -8,233,235,823   流動負債 706,862,351

        工作物 1,380,372,940     １年内償還予定地方債 647,055,900

        工作物減価償却累計額 -981,076,923     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 54,095,997

        航空機 -     預り金 5,710,454

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 3,770,502 負債合計 5,018,394,759

        その他減価償却累計額 -2,199,400 【純資産の部】

        建設仮勘定 -   固定資産等形成分 19,437,614,526

      インフラ資産 2,100,788,457   余剰分（不足分） -4,438,420,241

        土地 136,631,151

        建物 596,191,986

        建物減価償却累計額 -252,710,441

        工作物 15,802,308,943

        工作物減価償却累計額 -14,216,754,539

        その他 30,898,800

        その他減価償却累計額 -7,780,643

        建設仮勘定 12,003,200

      物品 767,314,057

      物品減価償却累計額 -642,149,977

    無形固定資産 -

      ソフトウェア -

      その他 -

    投資その他の資産 3,711,147,493

      投資及び出資金 116,575,000

        有価証券 -

        出資金 116,575,000

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 9,443,129

      長期貸付金 5,005,000

      基金 3,580,978,572

        減債基金 -

        その他 3,580,978,572

      その他 -

      徴収不能引当金 -854,208

  流動資産 3,467,556,518

    現金預金 574,250,208

    未収金 5,724,310

    短期貸付金 -

    基金 2,887,582,000

      財政調整基金 2,297,009,000

      減債基金 590,573,000

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 - 純資産合計 14,999,194,285

資産合計 20,017,589,044 負債及び純資産合計 20,017,589,044

貸借対照表
（令和2年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：南部町

会計：一般会計等 （単位：円）

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

  経常費用 4,185,127,569

    業務費用 2,508,994,036

      人件費 791,358,065

        職員給与費 706,574,834

        賞与等引当金繰入額 54,095,997

        退職手当引当金繰入額 -33,908,000

        その他 64,595,234

      物件費等 1,688,476,509

        物件費 991,378,297

        維持補修費 129,478,287

        減価償却費 562,935,615

        その他 4,684,310

      その他の業務費用 29,159,462

        支払利息 17,398,414

        徴収不能引当金繰入額 854,208

        その他 10,906,840

    移転費用 1,676,133,533

      補助金等 719,081,176

      社会保障給付 373,774,892

      他会計への繰出金 565,611,485

      その他 17,665,980

  経常収益 215,411,270

    使用料及び手数料 61,755,975

    その他 153,655,295

純経常行政コスト 3,969,716,299

  臨時損失 4,257,126

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 4,257,126

    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 3,971,569,568

    その他 -

  臨時利益 2,403,857

    資産売却益 2,403,857



【様式第3号】

自治体名：南部町

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 14,339,512,693 19,244,988,439 -4,905,475,746

  純行政コスト（△） -3,971,569,568 -3,971,569,568

  財源 4,623,798,496 4,623,798,496

    税収等 4,041,694,751 4,041,694,751

    国県等補助金 582,103,745 582,103,745

  本年度差額 652,228,928 652,228,928

  固定資産等の変動（内部変動） 185,173,423 -185,173,423

    有形固定資産等の増加 880,804,640 -880,804,640

    有形固定資産等の減少 -924,652,348 924,652,348

    貸付金・基金等の増加 237,837,090 -237,837,090

    貸付金・基金等の減少 -8,815,959 8,815,959

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 7,452,664 7,452,664

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 659,681,592 192,626,087 467,055,505

本年度末純資産残高 14,999,194,285 19,437,614,526 -4,438,420,241

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：南部町

会計：一般会計等 （単位：円）

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 3,652,934,648

    業務費用支出 1,976,801,115

      人件費支出 822,994,116

      物件費等支出 1,133,342,141

      支払利息支出 17,398,414

      その他の支出 3,066,444

    移転費用支出 1,676,133,533

      補助金等支出 719,081,176

      社会保障給付支出 373,774,892

      他会計への繰出支出 565,611,485

      その他の支出 17,665,980

  業務収入 4,769,382,357

    税収等収入 4,039,602,615

    国県等補助金収入 515,185,745

    使用料及び手数料収入 61,755,975

    その他の収入 152,838,022

  臨時支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 1,116,447,709

【投資活動収支】

  投資活動支出 766,750,670

    公共施設等整備費支出 534,100,670

    基金積立金支出 232,530,000

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 120,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 84,062,494

    国県等補助金収入 66,918,000

    基金取崩収入 3,500,000

    貸付金元金回収収入 485,000

    資産売却収入 13,159,494

    その他の収入 -

投資活動収支 -682,688,176

【財務活動収支】

  財務活動支出 678,544,098

    地方債償還支出 678,544,098

    その他の支出 -

  財務活動収入 347,800,000

    地方債発行収入 347,800,000

前年度末歳計外現金残高 5,592,105

本年度歳計外現金増減額 118,349

本年度末歳計外現金残高 5,710,454

本年度末現金預金残高 574,250,208

    その他の収入 -

財務活動収支 -330,744,098

本年度資金収支額 103,015,435

前年度末資金残高 465,524,319

本年度末資金残高 568,539,754


