
【様式第1号】

自治体名：南越前町

会計：一般会計等 （単位：千円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 62,384,407   固定負債 6,518,754

    有形固定資産 59,560,860     地方債 5,051,601

      事業用資産 15,444,494     長期未払金 -

        土地 3,984,328     退職手当引当金 1,336,890

        立木竹 338,463     損失補償等引当金 -

        建物 27,535,947     その他 130,263

        建物減価償却累計額 -16,753,597   流動負債 974,727

        工作物 1,419,499     １年内償還予定地方債 718,891

        工作物減価償却累計額 -1,139,443     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 123,102

        航空機 -     預り金 86,436

        航空機減価償却累計額 -     その他 46,298

        その他 - 負債合計 7,493,481

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 59,297   固定資産等形成分 64,584,597

      インフラ資産 43,498,587   余剰分（不足分） -6,826,094

        土地 1,639,763

        建物 303,165

        建物減価償却累計額 -204,541

        工作物 92,791,284

        工作物減価償却累計額 -51,959,187

        その他 16,384

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 911,719

      物品 3,013,873

      物品減価償却累計額 -2,396,094

    無形固定資産 16,413

      ソフトウェア 16,413

      その他 -

    投資その他の資産 2,807,134

      投資及び出資金 149,646

        有価証券 1,000

        出資金 148,646

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 11,761

      長期貸付金 261,584

      基金 2,387,025

        減債基金 576,806

        その他 1,810,219

      その他 -

      徴収不能引当金 -2,882

  流動資産 2,867,577

    現金預金 523,320

    未収金 80,235

    短期貸付金 -

    基金 2,200,190

      財政調整基金 2,200,190

      減債基金 -

    棚卸資産 66,078

    その他 -

    徴収不能引当金 -2,246 純資産合計 57,758,504

資産合計 65,251,984 負債及び純資産合計 65,251,984

貸借対照表
（令和2年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：南越前町

会計：一般会計等 （単位：千円）

    その他 -

純行政コスト 8,733,026

    その他 900

  臨時利益 15,195

    資産売却益 15,195

    資産除売却損 184,249

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

純経常行政コスト 8,546,011

  臨時損失 202,210

    災害復旧事業費 17,061

  経常収益 294,495

    使用料及び手数料 56,273

    その他 238,222

      社会保障給付 547,766

      他会計への繰出金 826,632

      その他 6,081

        その他 6,424

    移転費用 2,910,240

      補助金等 1,529,761

      その他の業務費用 47,584

        支払利息 36,033

        徴収不能引当金繰入額 5,127

        維持補修費 273,259

        減価償却費 2,657,417

        その他 -

        その他 49,594

      物件費等 4,561,038

        物件費 1,630,362

        職員給与費 1,192,960

        賞与等引当金繰入額 123,102

        退職手当引当金繰入額 -44,012

  経常費用 8,840,506

    業務費用 5,930,266

      人件費 1,321,644

行政コスト計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2年3月31日

科目名 金額



【様式第3号】

自治体名：南越前町

会計：一般会計等 （単位：千円）

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 59,042,522 66,058,202 -7,015,680

  純行政コスト（△） -8,733,026 -8,733,026

  財源 7,143,561 7,143,561

    税収等 5,567,650 5,567,650

    国県等補助金 1,575,911 1,575,911

  本年度差額 -1,589,465 -1,589,465

  固定資産等の変動（内部変動） -1,779,051 1,779,051

    有形固定資産等の増加 1,111,039 -1,111,039

    有形固定資産等の減少 -2,910,133 2,910,133

    貸付金・基金等の増加 260,810 -260,810

    貸付金・基金等の減少 -240,767 240,767

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 305,446 305,446

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -1,284,019 -1,473,605 189,586

本年度末純資産残高 57,758,503 64,584,597 -6,826,094

純資産変動計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2年3月31日



【様式第4号】

自治体名：南越前町

会計：一般会計等 （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 93,061

本年度歳計外現金増減額 -6,624

本年度末歳計外現金残高 86,436

本年度末現金預金残高 523,320

    その他の収入 -

財務活動収支 -533,213

本年度資金収支額 4,244

前年度末資金残高 432,639

本年度末資金残高 436,884

  財務活動支出 872,313

    地方債償還支出 837,262

    その他の支出 35,051

  財務活動収入 339,100

    地方債発行収入 339,100

    貸付金元金回収収入 64,158

    資産売却収入 41,375

    その他の収入 -

投資活動収支 -424,230

【財務活動収支】

    貸付金支出 93,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 756,832

    国県等補助金収入 490,159

    基金取崩収入 161,140

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,181,062

    公共施設等整備費支出 934,479

    基金積立金支出 143,583

    投資及び出資金支出 10,000

  臨時支出 17,061

    災害復旧事業費支出 17,061

    その他の支出 -

  臨時収入 10,902

業務活動収支 961,687

  業務収入 6,973,029

    税収等収入 5,565,392

    国県等補助金収入 1,116,636

    使用料及び手数料収入 56,411

    その他の収入 234,590

    移転費用支出 2,910,240

      補助金等支出 1,529,761

      社会保障給付支出 547,766

      他会計への繰出支出 826,632

      その他の支出 6,081

    業務費用支出 3,094,943

      人件費支出 1,262,262

      物件費等支出 1,789,163

      支払利息支出 36,033

      その他の支出 7,485

資金収支計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 6,005,183


