
【様式第1号】

自治体名：奈義町

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 14,883,041,173   固定負債 7,057,008,315

    有形固定資産 11,418,381,825     地方債等 4,617,733,396

      事業用資産 6,103,237,060     長期未払金 -

        土地 1,201,819,395     退職手当引当金 809,376,145

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 10,772,308,921     その他 1,629,898,774

        建物減価償却累計額 -6,774,391,090   流動負債 668,833,459

        工作物 1,435,862,059     １年内償還予定地方債等 427,089,245

        工作物減価償却累計額 -535,655,760     未払金 94,535,322

        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 2,338

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 49,554,465

        航空機 -     預り金 12,343,999

        航空機減価償却累計額 -     その他 85,308,090

        その他 - 負債合計 7,725,841,774

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 3,293,535   固定資産等形成分 17,002,061,364

      インフラ資産 5,048,845,082   余剰分（不足分） -6,197,225,586

        土地 77,588,875   他団体出資等分 -

        建物 973,124,498

        建物減価償却累計額 -737,344,032

        工作物 17,914,962,976

        工作物減価償却累計額 -13,199,428,793

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 19,941,558

      物品 1,553,986,237

      物品減価償却累計額 -1,287,686,554

    無形固定資産 454,028,678

      ソフトウェア 4,583,182

      その他 449,445,496

    投資その他の資産 3,010,630,670

      投資及び出資金 18,152,936

        有価証券 -

        出資金 18,152,936

        その他 -

      長期延滞債権 31,304,497

      長期貸付金 7,200,000

      基金 2,954,980,592

        減債基金 -

        その他 2,954,980,592

      その他 398,537

      徴収不能引当金 -1,405,892

  流動資産 3,647,636,379

    現金預金 1,312,838,065

    未収金 94,609,823

    短期貸付金 22,767,477

    基金 2,096,252,714

      財政調整基金 1,757,291,735

      減債基金 338,960,979

    棚卸資産 20,023,000

    その他 103,299,226

    徴収不能引当金 -2,153,926

  繰延資産 - 純資産合計 10,804,835,778

資産合計 18,530,677,552 負債及び純資産合計 18,530,677,552

連結貸借対照表
（平成31年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：奈義町

会計：連結会計 （単位：円）

    資産売却益 54,672

    その他 121,031

純行政コスト 6,062,467,387

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 546,902

  臨時利益 175,703

  臨時損失 233,641,110

    災害復旧事業費 228,968,318

    資産除売却損 4,125,890

    使用料及び手数料 281,681,451

    その他 256,407,714

純経常行政コスト 5,829,001,980

      社会保障給付 304,366,392

      その他 25,841,014

  経常収益 538,089,165

        その他 112,965,288

    移転費用 3,317,628,936

      補助金等 2,817,265,925

      その他の業務費用 153,061,804

        支払利息 38,838,688

        徴収不能引当金繰入額 1,257,828

        維持補修費 255,795,859

        減価償却費 675,476,955

        その他 29,995

        その他 52,247,056

      物件費等 1,941,257,371

        物件費 1,009,954,562

        職員給与費 799,857,372

        賞与等引当金繰入額 49,152,347

        退職手当引当金繰入額 53,886,259

  経常費用 6,367,091,145

    業務費用 3,049,462,209

      人件費 955,143,034

連結行政コスト計算書
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：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 10,969,508,144 16,925,064,314 -5,955,556,170 -

  純行政コスト（△） -6,062,467,387 -6,062,467,387 -

  財源 5,847,181,208 5,847,181,208 -

    税収等 3,874,775,180 3,874,775,180 -

    国県等補助金 1,972,406,028 1,972,406,028 -

  本年度差額 -215,286,179 -215,286,179 -

  固定資産等の変動（内部変動） -84,686,810 84,686,810

    有形固定資産等の増加 400,311,094 -400,311,094

    有形固定資産等の減少 -680,244,071 680,244,071

    貸付金・基金等の増加 283,014,297 -283,014,297

    貸付金・基金等の減少 -87,768,130 87,768,130

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -4,314,627 -4,314,627

  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 56,103,670 155,863,784 -99,760,114 -

  その他 -1,175,230 10,134,703 -11,309,933

  本年度純資産変動額 -164,672,366 76,997,050 -241,669,416 -

本年度末純資産残高 10,804,835,778 17,002,061,364 -6,197,225,586 -

連結純資産変動計算書
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：連結会計 （単位：円）

前年度末歳計外現金残高 12,334,882

本年度歳計外現金増減額 -18,227

本年度末歳計外現金残高 12,316,655

本年度末現金預金残高 1,312,838,065

財務活動収支 199,323,195

本年度資金収支額 67,113,083

前年度末資金残高 1,228,883,815

比例連結割合変更に伴う差額 4,524,512

本年度末資金残高 1,300,521,410

    地方債等償還支出 375,054,866

    その他の支出 4,388,520

  財務活動収入 578,766,581

    地方債等発行収入 577,631,601

    その他の収入 1,134,980

    資産売却収入 59,886

    その他の収入 5,099,271

投資活動収支 -516,930,963

【財務活動収支】

  財務活動支出 379,443,386

    その他の支出 105

  投資活動収入 89,993,766

    国県等補助金収入 1,190,056

    基金取崩収入 79,564,553

    貸付金元金回収収入 4,080,000

  投資活動支出 606,924,729

    公共施設等整備費支出 325,417,172

    基金積立金支出 276,347,452

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 5,160,000

    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 49,766,402

業務活動収支 384,720,851

【投資活動収支】

    税収等収入 3,857,904,961

    国県等補助金収入 1,882,203,817

    使用料及び手数料収入 287,088,189

    その他の収入 229,165,934

  臨時支出 228,968,318

    移転費用支出 3,367,368,232

      補助金等支出 2,807,841,151

      社会保障給付支出 304,366,392

      その他の支出 85,005,084

  業務収入 6,256,362,901

    業務費用支出 2,325,071,902

      人件費支出 913,951,062

      物件費等支出 1,266,434,629

      支払利息支出 38,838,688

      その他の支出 105,847,523

連結資金収支計算書
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 5,692,440,134


