
【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 11,550,168,821   固定負債 4,091,112,153

    有形固定資産 7,646,213,783     地方債 3,423,532,868

      事業用資産 5,200,737,806     長期未払金 -

        土地 1,109,557,333     退職手当引当金 667,579,285

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 10,470,620,541     その他 -

        建物減価償却累計額 -7,036,817,954   流動負債 410,578,884

        工作物 998,207,804     １年内償還予定地方債 348,985,033

        工作物減価償却累計額 -401,171,018     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 48,977,201

        航空機 -     預り金 12,616,650

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 4,501,691,037

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 60,341,100   固定資産等形成分 13,742,367,565

      インフラ資産 2,372,295,984   余剰分（不足分） -4,186,093,289

        土地 28,003,745

        建物 886,468,813

        建物減価償却累計額 -696,880,340

        工作物 13,578,881,199

        工作物減価償却累計額 -11,483,441,200

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 59,263,767

      物品 622,042,771

      物品減価償却累計額 -548,862,778

    無形固定資産 7,711,000

      ソフトウェア 7,711,000

      その他 -

    投資その他の資産 3,896,244,038

      投資及び出資金 572,335,122

        有価証券 -

        出資金 39,135,936

        その他 533,199,186

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 19,310,197

      長期貸付金 12,360,000

      基金 3,292,744,431

        減債基金 -

        その他 3,292,744,431

      その他 -

      徴収不能引当金 -505,712

  流動資産 2,507,796,492

    現金預金 312,674,075

    未収金 3,116,719

    短期貸付金 720,000

    基金 2,191,478,744

      財政調整基金 1,783,724,507

      減債基金 407,754,237

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -193,046 純資産合計 9,556,274,276

資産合計 14,057,965,313 負債及び純資産合計 14,057,965,313

貸借対照表
（令和3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）

行政コスト計算書
自　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日

科目名 金額

  経常費用 4,605,424,948

    業務費用 2,237,431,907

      人件費 905,180,337

        職員給与費 639,194,070

        賞与等引当金繰入額 48,977,201

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 217,009,066

      物件費等 1,298,275,288

        物件費 698,720,197

        維持補修費 135,366,113

        減価償却費 464,188,978

        その他 -

      その他の業務費用 33,976,282

        支払利息 16,190,925

        徴収不能引当金繰入額 505,712

        その他 17,279,645

    移転費用 2,367,993,041

      補助金等 1,822,277,442

      社会保障給付 331,843,135

      他会計への繰出金 213,192,764

      その他 679,700

  経常収益 281,923,036

    使用料及び手数料 86,943,407

    その他 194,979,629

純経常行政コスト 4,323,501,912

  臨時損失 1

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 1

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

純行政コスト 4,323,051,432

    その他 -

  臨時利益 450,481

    資産売却益 450,481



【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 9,285,991,362 13,210,413,041 -3,924,421,679

  純行政コスト（△） -4,323,051,432 -4,323,051,432

  財源 4,585,841,689 4,585,841,689

    税収等 2,952,837,925 2,952,837,925

    国県等補助金 1,633,003,764 1,633,003,764

  本年度差額 262,790,257 262,790,257

  固定資産等の変動（内部変動） 525,796,684 -525,796,684

    有形固定資産等の増加 575,715,903 -575,715,903

    有形固定資産等の減少 -464,188,982 464,188,982

    貸付金・基金等の増加 591,834,081 -591,834,081

    貸付金・基金等の減少 -177,564,318 177,564,318

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 6,157,840 6,157,840

  その他 1,334,817 - 1,334,817

  本年度純資産変動額 270,282,914 531,954,524 -261,671,610

本年度末純資産残高 9,556,274,276 13,742,367,565 -4,186,093,289

純資産変動計算書
自　令和2年4月1日
至　令和3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）

資金収支計算書
自　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 4,137,547,883

    業務費用支出 1,769,554,842

      人件費支出 902,182,821

      物件費等支出 834,086,310

      支払利息支出 16,190,925

      その他の支出 17,094,786

    移転費用支出 2,367,993,041

      補助金等支出 1,822,277,442

      社会保障給付支出 331,843,135

      他会計への繰出支出 213,192,764

      その他の支出 679,700

  業務収入 4,765,422,930

    税収等収入 2,946,159,467

    国県等補助金収入 1,537,402,054

    使用料及び手数料収入 87,732,729

    その他の収入 194,128,680

  臨時支出 -

    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 627,875,047

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,167,463,778

    公共施設等整備費支出 575,715,903

    基金積立金支出 482,251,875

    投資及び出資金支出 101,696,000

    貸付金支出 7,800,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 279,829,634

    国県等補助金収入 95,601,710

    基金取崩収入 172,728,302

    貸付金元金回収収入 3,720,000

    資産売却収入 450,484

    その他の収入 7,329,138

投資活動収支 -887,634,144

【財務活動収支】

  財務活動支出 323,980,610

    地方債償還支出 323,980,610

    その他の支出 -

  財務活動収入 419,741,817

    地方債発行収入 418,407,000

前年度末歳計外現金残高 17,539,445

本年度歳計外現金増減額 -4,922,795

本年度末歳計外現金残高 12,616,650

本年度末現金預金残高 312,674,075

    その他の収入 1,334,817

財務活動収支 95,761,207

本年度資金収支額 -163,997,890

前年度末資金残高 464,055,315

本年度末資金残高 300,057,425


