
【様式第1号】

自治体名：奈義町

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 13,507,773,222   固定負債 6,018,657,524

    有形固定資産 10,273,711,147     地方債等 4,024,039,622

      事業用資産 5,351,375,905     長期未払金 -

        土地 1,068,193,055     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 1,320,910,799

        建物減価償却累計額 -6,602,456,120   流動負債 567,475,319

        工作物 970,888,550     １年内償還予定地方債等 341,588,082

        工作物減価償却累計額 -313,242,094     未払金 85,804,056

        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 43,740,801

        航空機 -     預り金 11,985,080

        航空機減価償却累計額 -     その他 84,357,300

        その他 - 負債合計 6,586,132,843

        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 15,574,299,297

      インフラ資産 4,747,510,463   余剰分（不足分） -5,175,078,939

        土地 45,911,988   他団体出資等分 -

        建物 920,417,893

        建物減価償却累計額 -705,339,230

        工作物 17,527,463,512

        工作物減価償却累計額 -13,056,657,700

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 15,714,000

      物品 1,275,779,222

      物品減価償却累計額 -1,100,954,443

    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 3,230,286,611

      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

      長期延滞債権 31,292,173

      長期貸付金 7,200,000

      基金 2,724,289,005

        減債基金 -

        その他 2,724,289,005

      その他 -

      徴収不能引当金 -1,399,689

  流動資産 3,477,579,979

    現金預金 1,222,604,507

    未収金 90,576,367

    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 20,023,000

    その他 80,000,000

    徴収不能引当金 -2,149,970

  繰延資産 - 純資産合計 10,399,220,358

資産合計 16,985,353,201 負債及び純資産合計 16,985,353,201

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：全体会計 （単位：円）

    資産売却益 -

    その他 120,900

純行政コスト 5,130,704,634

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 661,000

  臨時利益 120,900

  臨時損失 231,990,322

    災害復旧事業費 228,968,318

    資産除売却損 2,361,004

    使用料及び手数料 246,389,726

    その他 224,961,642

純経常行政コスト 4,898,835,212

      社会保障給付 297,136,308

      その他 6,150,865

  経常収益 471,351,368

        その他 68,354,855

    移転費用 2,657,934,956

      補助金等 2,184,647,783

      その他の業務費用 102,401,016

        支払利息 32,798,492

        徴収不能引当金繰入額 1,247,669

        維持補修費 252,654,423

        減価償却費 607,833,493

        その他 -

        その他 51,357,066

      物件費等 1,789,484,535

        物件費 928,996,619

        職員給与費 725,632,206

        賞与等引当金繰入額 43,376,801

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 5,370,186,580

    業務費用 2,712,251,624

      人件費 820,366,073

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：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 10,612,633,306 15,601,288,249 -4,988,654,943 -

  純行政コスト（△） -5,130,704,634 -5,130,704,634 -

  財源 4,921,097,695 4,921,097,695 -

    税収等 3,396,603,967 3,396,603,967 -

    国県等補助金 1,524,493,728 1,524,493,728 -

  本年度差額 -209,606,939 -209,606,939 -

  固定資産等の変動（内部変動） -23,182,945 23,182,945

    有形固定資産等の増加 374,309,794 -374,309,794

    有形固定資産等の減少 -610,311,422 610,311,422

    貸付金・基金等の増加 256,222,545 -256,222,545

    貸付金・基金等の減少 -43,403,862 43,403,862

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -3,806,007 -3,806,007

  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 -2 - -2

  本年度純資産変動額 -213,412,948 -26,988,952 -186,423,996 -

本年度末純資産残高 10,399,220,358 15,574,299,297 -5,175,078,939 -

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：全体会計 （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 1,222,604,507

財務活動収支 227,664,747

本年度資金収支額 75,584,309

前年度末資金残高 1,135,035,118

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 1,210,619,427

    地方債等償還支出 322,866,253

    その他の支出 4,334,000

  財務活動収入 554,865,000

    地方債等発行収入 554,865,000

    その他の収入 -

    資産売却収入 -

    その他の収入 5,099,271

投資活動収支 -512,318,514

【財務活動収支】

  財務活動支出 327,200,253

    その他の支出 -

  投資活動収入 45,086,105

    国県等補助金収入 613,834

    基金取崩収入 35,293,000

    貸付金元金回収収入 4,080,000

  投資活動支出 557,404,619

    公共施設等整備費支出 302,062,594

    基金積立金支出 247,990,025

    投資及び出資金支出 2,192,000

    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 360,238,076

【投資活動収支】

    税収等収入 3,381,812,138

    国県等補助金収入 1,445,619,455

    使用料及び手数料収入 251,786,294

    その他の収入 218,501,884

  臨時支出 228,968,318

    移転費用支出 2,657,934,956

      補助金等支出 2,184,647,783

      社会保障給付支出 297,136,308

      その他の支出 6,150,865

  業務収入 5,297,719,771

    業務費用支出 2,100,344,823

      人件費支出 824,546,346

      物件費等支出 1,185,226,863

      支払利息支出 32,798,492

      その他の支出 57,773,122

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 4,758,279,779


