
【様式第1号】

自治体名：南部町

会計：全体会計 （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 19,404,947,834   固定負債 5,980,072,793

    有形固定資産 15,679,078,700     地方債等 4,668,514,793

      事業用資産 10,722,615,864     長期未払金 -

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

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 -     その他 -

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 832,328,843

        建物 14,137,250,762     １年内償還予定地方債等 772,469,592

        建物減価償却累計額 -8,233,883,094     未払金 52,800

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 1,483,906,340     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -981,125,199     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 54,095,997

        船舶 -     預り金 5,710,454

        船舶減価償却累計額 -     その他 -

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 6,812,401,636

        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 22,688,865,648

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -6,098,731,782

        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 845,495,267

      物品減価償却累計額 -651,837,692

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 -

      ソフトウェア -

      その他 -

    投資その他の資産 3,725,869,134

      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 3,580,978,572

        減債基金 -

        その他 3,580,978,572

      その他 -

      徴収不能引当金 -1,435,088

  流動資産 3,997,587,668

    現金預金 701,074,193

    未収金 12,595,661

    短期貸付金 -

    基金 3,283,917,814

      財政調整基金 2,693,344,814

      減債基金 590,573,000

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -

  繰延資産 - 純資産合計 16,590,133,866

資産合計 23,402,535,502 負債及び純資産合計 23,402,535,502

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：全体会計 （単位：円）

    資産売却益 2,403,857

    その他 -

純行政コスト 5,797,702,324

    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 4,257,126

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 4,257,126

    使用料及び手数料 180,819,455

    その他 326,677,216

純経常行政コスト 5,795,849,055

      社会保障給付 2,217,823,549

      その他 22,193,880

  経常収益 507,496,671

        その他 31,664,741

    移転費用 3,233,787,905

      補助金等 993,770,476

      その他の業務費用 75,326,445

        支払利息 42,226,616

        徴収不能引当金繰入額 1,435,088

        維持補修費 145,596,597

        減価償却費 680,497,023

        その他 4,747,770

        その他 64,790,234

      物件費等 2,070,922,432

        物件費 1,240,081,042

        職員給与費 838,330,713

        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

  経常費用 6,303,345,726

    業務費用 3,069,557,821

      人件費 923,308,944

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：全体会計 （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 15,912,606,888 22,475,810,543 -6,563,203,655 -

  純行政コスト（△） -5,797,702,324 -5,797,702,324 -

  財源 6,467,776,638 6,467,776,638 -

    税収等 4,760,448,578 4,760,448,578 -

    国県等補助金 1,707,328,060 1,707,328,060 -

  本年度差額 670,074,314 670,074,314 -

  固定資産等の変動（内部変動） 205,602,441 -205,602,441

    有形固定資産等の増加 1,036,419,480 -1,036,419,480

    有形固定資産等の減少 -1,060,779,356 1,060,779,356

    貸付金・基金等の増加 278,761,556 -278,761,556

    貸付金・基金等の減少 -48,799,239 48,799,239

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 7,452,664 7,452,664

  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 - - -

  本年度純資産変動額 677,526,978 213,055,105 464,471,873 -

本年度末純資産残高 16,590,133,866 22,688,865,648 -6,098,731,782 -

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：全体会計 （単位：円）

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 701,074,193

財務活動収支 -368,609,761

本年度資金収支額 62,920,176

前年度末資金残高 632,443,563

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 695,363,739

    地方債等償還支出 789,409,761

    その他の支出 -

  財務活動収入 420,800,000

    地方債等発行収入 420,800,000

    その他の収入 -

    資産売却収入 13,159,494

    その他の収入 -

投資活動収支 -822,607,780

【財務活動収支】

  財務活動支出 789,409,761

    その他の支出 -

  投資活動収入 114,062,494

    国県等補助金収入 66,918,000

    基金取崩収入 33,500,000

    貸付金元金回収収入 485,000

  投資活動支出 936,670,274

    公共施設等整備費支出 671,149,910

    基金積立金支出 265,400,364

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 120,000

    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 1,254,137,717

【投資活動収支】

    税収等収入 4,759,811,051

    国県等補助金収入 1,640,410,060

    使用料及び手数料収入 181,948,695

    その他の収入 325,014,101

  臨時支出 -

    移転費用支出 3,233,787,905

      補助金等支出 993,770,476

      社会保障給付支出 2,217,823,549

      その他の支出 22,193,880

  業務収入 6,907,183,907

    業務費用支出 2,419,258,285

      人件費支出 954,944,995

      物件費等支出 1,398,811,830

      支払利息支出 42,226,616

      その他の支出 23,274,844

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 5,653,046,190


