
【様式第1号】

自治体名：奈義町

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 10,796,991,315   固定負債 4,139,094,615

    有形固定資産 7,960,435,905     地方債 3,465,387,512

      事業用資産 5,331,557,565     長期未払金 -

        土地 1,053,137,515     退職手当引当金 673,707,103

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 10,225,000,914     その他 -

        建物減価償却累計額 -6,602,456,120   流動負債 368,459,927

        工作物 964,084,550     １年内償還予定地方債 314,284,685

        工作物減価償却累計額 -311,200,894     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 42,190,162

        航空機 -     預り金 11,985,080

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 4,507,554,542

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 2,991,600   固定資産等形成分 12,863,517,390

      インフラ資産 2,548,202,786   余剰分（不足分） -3,851,508,133

        土地 27,858,414

        建物 870,178,265

        建物減価償却累計額 -663,703,331

        工作物 13,378,855,089

        工作物減価償却累計額 -11,080,699,651

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 15,714,000

      物品 658,944,204

      物品減価償却累計額 -578,268,650

    無形固定資産 3,775,464

      ソフトウェア 3,775,464

      その他 -

    投資その他の資産 2,832,779,946

      投資及び出資金 468,905,122

        有価証券 -

        出資金 38,135,936

        その他 430,769,186

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 20,695,628

      長期貸付金 7,200,000

      基金 2,336,638,156

        減債基金 -

        その他 2,336,638,156

      その他 -

      徴収不能引当金 -658,960

  流動資産 2,722,572,484

    現金預金 651,864,849

    未収金 4,439,041

    短期貸付金 540,000

    基金 2,065,986,075

      財政調整基金 1,727,025,096

      減債基金 338,960,979

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -257,481 純資産合計 9,012,009,257

資産合計 13,519,563,799 負債及び純資産合計 13,519,563,799

貸借対照表
（平成31年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：奈義町

会計：一般会計等 （単位：円）

    その他 -

純行政コスト 3,810,535,142

    その他 661,000

  臨時利益 -

    資産売却益 -

    資産除売却損 2,361,004

    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 3,578,544,820

  臨時損失 231,990,322

    災害復旧事業費 228,968,318

  経常収益 299,661,078

    使用料及び手数料 96,881,686

    その他 202,779,392

      社会保障給付 297,136,308

      他会計への繰出金 390,375,557

      その他 6,150,865

        その他 12,720,103

    移転費用 1,483,992,694

      補助金等 790,329,964

      その他の業務費用 35,997,301

        支払利息 23,020,509

        徴収不能引当金繰入額 256,689

        維持補修費 245,866,785

        減価償却費 527,526,534

        その他 -

        その他 51,256,866

      物件費等 1,558,771,675

        物件費 785,378,356

        職員給与費 705,997,200

        賞与等引当金繰入額 42,190,162

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 3,878,205,898

    業務費用 2,394,213,204

      人件費 799,444,228

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：奈義町

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 9,237,219,301 12,990,439,458 -3,753,220,157

  純行政コスト（△） -3,810,535,142 -3,810,535,142

  財源 3,589,131,107 3,589,131,107

    税収等 2,887,876,381 2,887,876,381

    国県等補助金 701,254,726 701,254,726

  本年度差額 -221,404,035 -221,404,035

  固定資産等の変動（内部変動） -123,116,061 123,116,061

    有形固定資産等の増加 237,814,975 -237,814,975

    有形固定資産等の減少 -529,887,538 529,887,538

    貸付金・基金等の増加 209,269,793 -209,269,793

    貸付金・基金等の減少 -40,313,291 40,313,291

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -3,806,007 -3,806,007

  その他 -2 - -2

  本年度純資産変動額 -225,210,044 -126,922,068 -98,287,976

本年度末純資産残高 9,012,009,257 12,863,517,390 -3,851,508,133

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：奈義町

会計：一般会計等 （単位：円）

前年度末歳計外現金残高 11,930,127

本年度歳計外現金増減額 54,953

本年度末歳計外現金残高 11,985,080

本年度末現金預金残高 651,864,849

    その他の収入 -

財務活動収支 228,374,552

本年度資金収支額 120,546,255

前年度末資金残高 519,333,514

本年度末資金残高 639,879,769

  財務活動支出 296,490,448

    地方債償還支出 296,490,448

    その他の支出 -

  財務活動収入 524,865,000

    地方債発行収入 524,865,000

    貸付金元金回収収入 4,080,000

    資産売却収入 -

    その他の収入 -

投資活動収支 -406,820,414

【財務活動収支】

    貸付金支出 5,160,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 39,383,834

    国県等補助金収入 10,834

    基金取崩収入 35,293,000

【投資活動収支】

  投資活動支出 446,204,248

    公共施設等整備費支出 237,814,975

    基金積立金支出 201,037,273

    投資及び出資金支出 2,192,000

  臨時支出 228,968,318

    災害復旧事業費支出 109,080,318

    その他の支出 119,888,000

  臨時収入 49,645,502

業務活動収支 298,992,117

  業務収入 3,832,863,707

    税収等収入 2,887,505,439

    国県等補助金収入 651,598,390

    使用料及び手数料収入 97,464,544

    その他の収入 196,295,334

    移転費用支出 1,483,992,694

      補助金等支出 790,329,964

      社会保障給付支出 297,136,308

      他会計への繰出支出 390,375,557

      その他の支出 6,150,865

    業務費用支出 1,870,556,080

      人件費支出 803,591,341

      物件費等支出 1,031,245,141

      支払利息支出 23,020,509

      その他の支出 12,699,089

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 3,354,548,774


