
【様式第1号】

自治体名：南部町

会計：連結会計 （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 20,582,096,704   固定負債 6,403,849,242

    有形固定資産 16,414,922,719     地方債等 4,706,680,069

      事業用資産 11,387,393,560     長期未払金 190,038,634

        土地 4,332,824,987     退職手当引当金 1,498,520,540

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 -     その他 8,609,999

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 873,955,131

        建物 15,761,910,007     １年内償還予定地方債等 778,973,955

        建物減価償却累計額 -9,261,873,481     未払金 12,363,768

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 1,561,379,439     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -1,008,418,494     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 67,559,110

        船舶 93,324     預り金 7,399,237

        船舶減価償却累計額 -93,324     その他 7,659,061

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 7,277,804,373

        浮標等 - 【純資産の部】

        浮標等減価償却累計額 -   固定資産等形成分 23,927,095,453

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -6,476,493,521

        航空機 -   他団体出資等分 -

        航空機減価償却累計額 -

        航空機減損損失累計額 -

        その他 3,770,502

        その他減価償却累計額 -2,199,400

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 -

      インフラ資産 4,762,805,261

        土地 137,895,289

        土地減損損失累計額 -

        建物 596,191,986

        建物減価償却累計額 -252,710,441

        建物減損損失累計額 -

        工作物 19,906,853,475

        工作物減価償却累計額 -15,666,552,405

        工作物減損損失累計額 -

        その他 30,898,800

        その他減価償却累計額 -7,780,643

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 18,009,200

      物品 1,147,439,909

      物品減価償却累計額 -882,716,011

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 857,810

      ソフトウェア 857,810

      その他 -

    投資その他の資産 4,166,316,175

      投資及び出資金 116,575,000

        有価証券 -

        出資金 116,575,000

        その他 -

      長期延滞債権 24,745,650

      長期貸付金 5,005,000

      基金 3,831,386,979

        減債基金 -

        その他 3,831,386,979

      その他 190,038,634

      徴収不能引当金 -1,435,088

  流動資産 4,146,309,601

    現金預金 780,603,066

    未収金 20,560,908

    短期貸付金 -

    基金 3,344,998,749

      財政調整基金 2,754,425,749

      減債基金 590,573,000

    棚卸資産 -

    その他 146,878

    徴収不能引当金 -

  繰延資産 - 純資産合計 17,450,601,932

資産合計 24,728,406,305 負債及び純資産合計 24,728,406,305

連結貸借対照表
（令和2年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：南部町

会計：連結会計 （単位：円）

    資産売却益 2,403,857

    その他 -

純行政コスト 6,131,536,228

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 2,403,857

  臨時損失 4,258,774

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 4,258,774

    使用料及び手数料 204,094,512

    その他 1,161,685,153

純経常行政コスト 6,129,681,311

      社会保障給付 3,503,678,746

      その他 145,385,707

  経常収益 1,365,779,665

        その他 32,305,952

    移転費用 3,997,886,908

      補助金等 348,822,455

      その他の業務費用 76,266,666

        支払利息 42,525,626

        徴収不能引当金繰入額 1,435,088

        維持補修費 156,257,526

        減価償却費 746,604,367

        その他 5,208,614

        その他 79,336,063

      物件費等 2,172,868,204

        物件費 1,264,797,697

        職員給与費 1,137,138,963

        賞与等引当金繰入額 56,456,772

        退職手当引当金繰入額 -24,492,600

  経常費用 7,495,460,976

    業務費用 3,497,574,068

      人件費 1,248,439,198

連結行政コスト計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2年3月31日

科目名 金額



【様式第3号】

自治体名：南部町

会計：連結会計 （単位：円）

科目名 合計 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 16,819,722,927 23,545,326,394 -6,725,603,467 -

  純行政コスト（△） -6,131,536,228 -6,131,536,228 -

  財源 6,747,829,436 6,747,829,436 -

    税収等 4,774,537,110 4,774,537,110 -

    国県等補助金 1,973,292,326 1,973,292,326 -

  本年度差額 616,293,208 616,293,208 -

  固定資産等の変動（内部変動） 156,594,585 -156,594,585

    有形固定資産等の増加 1,091,661,279 -1,091,661,279

    有形固定資産等の減少 -1,134,089,700 1,134,089,700

    貸付金・基金等の増加 264,497,978 -264,497,978

    貸付金・基金等の減少 -65,474,972 65,474,972

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 7,456,164 7,456,164

  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 547,633 29,497,364 -28,949,731 -

  その他 6,582,000 188,220,946 -181,638,946

  本年度純資産変動額 630,879,005 381,769,059 249,109,946 -

本年度末純資産残高 17,450,601,932 23,927,095,453 -6,476,493,521 -

連結純資産変動計算書
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：連結会計 （単位：円）

前年度末歳計外現金残高 17,055,589

本年度歳計外現金増減額 -4,556,581

本年度末歳計外現金残高 12,499,008

本年度末現金預金残高 780,603,066

財務活動収支 -367,382,667

本年度資金収支額 55,211,983

前年度末資金残高 713,475,808

比例連結割合変更に伴う差額 -583,733

本年度末資金残高 768,104,058

    地方債等償還支出 795,867,914

    その他の支出 5,296,113

  財務活動収入 433,781,360

    地方債等発行収入 427,199,360

    その他の収入 6,582,000

    資産売却収入 13,159,494

    その他の収入 6,489,230

投資活動収支 -827,347,699

【財務活動収支】

  財務活動支出 801,164,027

    その他の支出 4,077,840

  投資活動収入 134,419,537

    国県等補助金収入 66,918,000

    基金取崩収入 47,367,813

    貸付金元金回収収入 485,000

  投資活動支出 961,767,236

    公共施設等整備費支出 706,382,610

    基金積立金支出 251,136,786

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 170,000

    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 1,249,942,349

【投資活動収支】

    税収等収入 4,773,899,583

    国県等補助金収入 1,906,374,326

    使用料及び手数料収入 205,223,752

    その他の収入 1,160,011,392

  臨時支出 -

    移転費用支出 4,024,137,061

      補助金等支出 345,035,375

      社会保障給付支出 3,503,678,746

      その他の支出 175,422,940

  業務収入 8,045,509,053

    業務費用支出 2,771,429,643

      人件費支出 1,270,346,880

      物件費等支出 1,434,406,519

      支払利息支出 42,525,625

      その他の支出 24,150,619

連結資金収支計算書
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 6,795,566,704


