
【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 19,008,652,244   固定負債 10,889,492,880

    有形固定資産 15,124,761,649     地方債等 6,089,277,972

      事業用資産 5,229,023,726     長期未払金 -

        土地 1,137,843,253     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 4,132,635,623

        建物減価償却累計額 -7,036,817,954   流動負債 757,499,535

        工作物 998,207,804     １年内償還予定地方債等 529,749,975

        工作物減価償却累計額 -401,171,018     未払金 84,973,309

        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 49,721,201

        航空機 -     預り金 12,616,650

        航空機減価償却累計額 -     その他 80,438,400

        その他 - 負債合計 11,646,992,415

        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 21,200,850,988

      インフラ資産 9,207,828,141   余剰分（不足分） -10,427,177,222

        土地 92,162,086   他団体出資等分 -

        建物 1,041,756,576

        建物減価償却累計額 -746,968,116

        工作物 22,463,444,316

        工作物減価償却累計額 -13,701,830,488

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 59,263,767

      物品 1,822,024,626

      物品減価償却累計額 -1,134,114,844

    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 3,876,179,595

      投資及び出資金 472,335,122

        有価証券 -

        出資金 39,135,936

        その他 433,199,186

      長期延滞債権 28,489,022

      長期貸付金 12,360,000

      基金 3,364,225,734

        減債基金 -

        その他 3,364,225,734

      その他 -

      徴収不能引当金 -1,230,283

  流動資産 3,412,013,937

    現金預金 1,054,644,711

    未収金 77,072,578

    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 9,816,000

    その他 80,000,000

    徴収不能引当金 -1,718,096

  繰延資産 - 純資産合計 10,773,673,766

資産合計 22,420,666,181 負債及び純資産合計 22,420,666,181

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：全体会計 （単位：円）

    資産売却益 450,481

    その他 115,340

純行政コスト 5,697,632,021

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 3,379,700

  臨時利益 565,821

  臨時損失 3,379,701

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 1

    使用料及び手数料 283,299,355

    その他 212,884,979

純経常行政コスト 5,694,818,141

      社会保障給付 331,843,135

      その他 679,700

  経常収益 496,184,334

        その他 49,236,391

    移転費用 3,405,946,253

      補助金等 3,073,423,418

      その他の業務費用 119,383,823

        支払利息 68,900,528

        徴収不能引当金繰入額 1,246,904

        維持補修費 145,507,479

        減価償却費 707,233,313

        その他 -

        その他 219,169,966

      物件費等 1,748,103,218

        物件費 895,362,426

        職員給与費 648,726,014

        賞与等引当金繰入額 49,673,201

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 6,191,002,475

    業務費用 2,785,056,222

      人件費 917,569,181

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 10,339,070,386 15,664,580,392 -5,325,510,006 -

  純行政コスト（△） -5,697,632,021 -5,697,632,021 -

  財源 5,994,634,497 5,994,634,497 -

    税収等 3,438,471,517 3,438,471,517 -

    国県等補助金 2,556,162,980 2,556,162,980 -

  本年度差額 297,002,476 297,002,476 -

  固定資産等の変動（内部変動） 5,528,607,695 -5,528,607,695

    有形固定資産等の増加 5,935,452,795 -5,935,452,795

    有形固定資産等の減少 -707,843,160 707,843,160

    貸付金・基金等の増加 491,941,921 -491,941,921

    貸付金・基金等の減少 -190,943,861 190,943,861

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 7,662,901 7,662,901

  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 129,938,003 - 129,938,003

  本年度純資産変動額 434,603,380 5,536,270,596 -5,101,667,216 -

本年度末純資産残高 10,773,673,766 21,200,850,988 -10,427,177,222 -

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



【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 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 1,054,644,711

財務活動収支 23,520,181

本年度資金収支額 39,542,717

前年度末資金残高 1,002,485,344

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 1,042,028,061

    地方債等償還支出 498,983,031

    その他の支出 -

  財務活動収入 522,503,212

    地方債等発行収入 469,007,000

    その他の収入 53,496,212

    資産売却収入 450,484

    その他の収入 15,307,287

投資活動収支 -837,758,067

【財務活動収支】

  財務活動支出 498,983,031

    その他の支出 4,333,000

  投資活動収入 407,265,783

    国県等補助金収入 203,425,710

    基金取崩収入 184,362,302

    貸付金元金回収収入 3,720,000

  投資活動支出 1,245,023,850

    公共施設等整備費支出 748,909,835

    基金積立金支出 482,285,015

    投資及び出資金支出 1,696,000

    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 853,780,603

【投資活動収支】

    税収等収入 3,470,178,423

    国県等補助金収入 2,362,083,272

    使用料及び手数料収入 285,286,696

    その他の収入 211,490,032

  臨時支出 3,020,083

    移転費用支出 3,405,946,253

      補助金等支出 3,073,423,418

      社会保障給付支出 331,843,135

      その他の支出 679,700

  業務収入 6,329,038,423

    業務費用支出 2,066,406,824

      人件費支出 914,247,612

      物件費等支出 1,040,576,024

      支払利息支出 68,900,528

      その他の支出 42,682,660

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

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 5,472,353,077


