
【様式第1号】

自治体名：奈義町

会計：連結会計 （単位：円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 20,212,769,610   固定負債 11,753,503,610

    有形固定資産 16,134,890,606     地方債等 6,554,736,048

      事業用資産 5,884,617,815     長期未払金 -

        土地 1,267,213,845     退職手当引当金 803,358,927

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 10,986,501,563     その他 4,395,408,635

        建物減価償却累計額 -7,218,580,230   流動負債 836,787,739

        工作物 1,446,789,666     １年内償還予定地方債等 594,027,802

        工作物減価償却累計額 -657,960,093     未払金 94,269,064

        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 487

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 54,872,024

        航空機 -     預り金 13,068,655

        航空機減価償却累計額 -     その他 80,549,707

        その他 - 負債合計 12,590,291,349

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 60,653,064   固定資産等形成分 22,435,300,339

      インフラ資産 9,487,401,676   余剰分（不足分） -11,296,645,369

        土地 123,226,143   他団体出資等分 -

        建物 1,093,846,426

        建物減価償却累計額 -780,753,803

        工作物 22,845,245,258

        工作物減価償却累計額 -13,858,633,541

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 64,471,193

      物品 2,100,483,239

      物品減価償却累計額 -1,337,612,124

    無形固定資産 420,402,954

      ソフトウェア 8,160,252

      その他 412,242,702

    投資その他の資産 3,657,476,050

      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 28,499,283

      長期貸付金 12,360,000

      基金 3,599,570,906

        減債基金 -

        その他 3,599,570,906

      その他 127,624

      徴収不能引当金 -1,234,699

  流動資産 3,516,176,709

    現金預金 1,098,751,836

    未収金 83,499,680

    短期貸付金 720,000

    基金 2,221,810,729

      財政調整基金 1,814,056,492

      減債基金 407,754,237

    棚卸資産 9,816,000

    その他 103,312,023

    徴収不能引当金 -1,733,559

  繰延資産 - 純資産合計 11,138,654,970

資産合計 23,728,946,319 負債及び純資産合計 23,728,946,319

連結貸借対照表
（令和3年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：奈義町

会計：連結会計 （単位：円）

    資産売却益 486,770

    その他 115,340

純行政コスト 6,544,777,828

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 3,379,700

  臨時利益 602,110

  臨時損失 3,940,278

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 560,578

    使用料及び手数料 318,448,593

    その他 237,224,399

純経常行政コスト 6,541,439,660

      社会保障給付 331,843,135

      その他 3,202,513

  経常収益 555,672,992

        その他 68,889,980

    移転費用 4,018,354,298

      補助金等 3,683,148,048

      その他の業務費用 143,379,340

        支払利息 73,226,140

        徴収不能引当金繰入額 1,263,220

        維持補修費 149,184,996

        減価償却費 777,848,712

        その他 1,828

        その他 219,997,257

      物件費等 1,892,445,105

        物件費 965,409,569

        職員給与費 716,088,105

        賞与等引当金繰入額 54,782,085

        退職手当引当金繰入額 52,066,462

  経常費用 7,097,112,652

    業務費用 3,078,758,354

      人件費 1,042,933,909

連結行政コスト計算書
自　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日

科目 金額



【様式第3号】

自治体名：奈義町

会計：連結会計 （単位：円）

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 10,698,483,441 16,980,386,671 -6,281,903,230 -

  純行政コスト（△） -6,544,777,828 -6,544,777,828 -

  財源 6,877,891,430 6,877,891,430 -

    税収等 3,887,304,194 3,887,304,194 -

    国県等補助金 2,990,587,236 2,990,587,236 -

  本年度差額 333,113,602 333,113,602 -

  固定資産等の変動（内部変動） 5,497,040,879 -5,497,040,879

    有形固定資産等の増加 5,949,281,715 -5,949,281,715

    有形固定資産等の減少 -779,052,379 779,052,379

    貸付金・基金等の増加 541,817,888 -541,817,888

    貸付金・基金等の減少 -215,006,345 215,006,345

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 7,508,244 7,508,244

  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 -12,972,977 -32,220,112 19,247,135 -

  その他 112,522,660 -17,415,343 129,938,003

  本年度純資産変動額 440,171,529 5,454,913,668 -5,014,742,139 -

本年度末純資産残高 11,138,654,970 22,435,300,339 -11,296,645,369 -

連結純資産変動計算書
自　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日

科目 合計



【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 17,925,443

本年度歳計外現金増減額 -5,005,959

本年度末歳計外現金残高 12,919,484

本年度末現金預金残高 1,098,751,836

財務活動収支 -29,145,689

本年度資金収支額 39,784,724

前年度末資金残高 1,046,213,749

比例連結割合変更に伴う差額 -166,121

本年度末資金残高 1,085,832,352

    地方債等償還支出 562,841,711

    その他の支出 111,307

  財務活動収入 533,807,329

    地方債等発行収入 478,469,635

    その他の収入 55,337,694

    資産売却収入 486,917

    その他の収入 15,307,287

投資活動収支 -877,703,361

【財務活動収支】

  財務活動支出 562,953,018

    その他の支出 4,333,070

  投資活動収入 431,519,383

    国県等補助金収入 203,659,398

    基金取崩収入 208,345,781

    貸付金元金回収収入 3,720,000

  投資活動支出 1,309,222,744

    公共施設等整備費支出 762,830,620

    基金積立金支出 534,259,054

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 7,800,000

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 3,020,083

  臨時収入 115,340

業務活動収支 946,633,774

【投資活動収支】

    税収等収入 3,916,548,635

    国県等補助金収入 2,786,083,793

    使用料及び手数料収入 320,430,206

    その他の収入 231,133,984

  臨時支出 3,020,083

    移転費用支出 4,069,367,954

      補助金等支出 3,683,152,239

      社会保障給付支出 331,843,135

      その他の支出 54,211,978

  業務収入 7,254,196,618

    業務費用支出 2,235,290,147

      人件費支出 986,744,847

      物件費等支出 1,112,994,191

      支払利息支出 73,226,140

      その他の支出 62,324,969

連結資金収支計算書
自　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日

科目 金額

【業務活動収支】

  業務支出 6,304,658,101


