
【様式第1号】

自治体名：南越前町

会計：連結会計 （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 66,782,125   固定負債 9,095,096

    有形固定資産 63,555,111     地方債等 6,430,522

      事業用資産 16,422,561     長期未払金 730

        土地 4,171,986     退職手当引当金 1,712,904

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 338,520     その他 950,940

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 1,273,964

        建物 28,501,041     １年内償還予定地方債等 872,203

        建物減価償却累計額 -17,291,295     未払金 65,855

        建物減損損失累計額 -     未払費用 4,002

        工作物 2,349,360     前受金 26,259

        工作物減価償却累計額 -1,995,874     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 171,059

        船舶 556     預り金 88,242

        船舶減価償却累計額 -445     その他 46,344

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 10,369,060

        浮標等 - 【純資産の部】

        浮標等減価償却累計額 -   固定資産等形成分 69,002,347

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -9,394,221

        航空機 -   他団体出資等分 7,447

        航空機減価償却累計額 -

        航空機減損損失累計額 -

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 348,712

      インフラ資産 46,271,758

        土地 1,639,763

        土地減損損失累計額 -

        建物 680,812

        建物減価償却累計額 -429,877

        建物減損損失累計額 -

        工作物 97,691,386

        工作物減価償却累計額 -54,398,353

        工作物減損損失累計額 -

        その他 1,144,747

        その他減価償却累計額 -968,439

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 911,719

      物品 3,844,176

      物品減価償却累計額 -2,983,384

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 20,859

      ソフトウェア 20,859

      その他 -

    投資その他の資産 3,206,155

      投資及び出資金 70,220

        有価証券 1,000

        出資金 69,220

        その他 -

      長期延滞債権 16,276

      長期貸付金 261,584

      基金 2,861,329

        減債基金 576,814

        その他 2,284,515

      その他 8

      徴収不能引当金 -3,262

  流動資産 3,202,508

    現金預金 807,825

    未収金 99,771

    短期貸付金 -

    基金 2,220,222

      財政調整基金 2,220,201

      減債基金 21

    棚卸資産 71,750

    その他 5,243

    徴収不能引当金 -2,303

  繰延資産 - 純資産合計 59,615,573

資産合計 69,984,633 負債及び純資産合計 69,984,633

連結貸借対照表
（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：連結会計 （単位：千円）

      他会計への繰出金

連結行政コスト計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2年3月31日

科目名 金額

  経常費用 13,892,882

    業務費用 7,617,508

      人件費 1,955,055

        職員給与費 1,828,408

        賞与等引当金繰入額 171,152

        退職手当引当金繰入額 -127,952

        その他 83,447

      物件費等 5,536,980

        物件費 2,271,058

        維持補修費 319,763

        減価償却費 2,944,015

        その他 2,144

      その他の業務費用 125,473

        支払利息 61,062

        徴収不能引当金繰入額 5,564

        その他 58,847

    移転費用 6,275,374

      補助金等 5,366,125

      社会保障給付 552,940

      その他 21,993

  経常収益 1,080,075

334,316

    使用料及び手数料 257,547

    その他 822,528

純経常行政コスト 12,812,807

  臨時損失 207,721

    災害復旧事業費 17,061

    資産除売却損 189,741

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 919

  臨時利益 16,090

    資産売却益 16,090

    その他 -

純行政コスト 13,004,438



【様式第3号】

自治体名：南越前町

会計：連結会計 （単位：千円）

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 61,140,437 70,453,354 -9,312,917 -

  純行政コスト（△） -13,004,438 -13,001,690 -2,748

  財源 11,174,882 11,174,882 -

    税収等 7,211,668 7,211,668 -

    国県等補助金 3,963,214 3,963,214 -

  本年度差額 -1,829,556 -1,826,808 -2,748

  固定資産等の変動（内部変動） -1,758,129 1,758,129

    有形固定資産等の増加 1,427,738 -1,427,738

    有形固定資産等の減少 -3,203,810 3,203,810

    貸付金・基金等の増加 328,119 -328,119

    貸付金・基金等の減少 -310,176 310,176

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 305,782 305,782

  他団体出資等分の増加 -10,195 10,195

  他団体出資等分の減少 - -

  比例連結割合変更に伴う差額 -1,090 1,340 -2,430 -

  その他 0 0 -

  本年度純資産変動額 -1,524,863 -1,451,007 -81,304 7,447

本年度末純資産残高 59,615,573 69,002,347 -9,394,221 7,447

連結純資産変動計算書
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：連結会計 （単位：千円）

      他会計への繰出支出

連結資金収支計算書
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 10,845,497

    業務費用支出 4,570,461

      人件費支出 1,955,244

      物件費等支出 2,493,634

      支払利息支出 61,062

      その他の支出 60,521

    移転費用支出 6,275,036

      補助金等支出 5,366,125

      社会保障給付支出 552,940

      その他の支出 21,655

  業務収入 11,714,185

    税収等収入 7,124,402

    国県等補助金収入 3,503,468

    使用料及び手数料収入 257,029

    その他の収入 829,286

  臨時支出 17,080

    災害復旧事業費支出 17,061

    その他の支出 19

  臨時収入 10,902

業務活動収支 862,510

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,561,450

    公共施設等整備費支出 1,249,732

    基金積立金支出 208,718

    投資及び出資金支出 10,000

    貸付金支出 93,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 823,734

    国県等補助金収入 490,629

    基金取崩収入 176,677

    貸付金元金回収収入 64,158

623,081

    地方債等発行収入 623,081

    その他の収入 -

    資産売却収入 92,270

    その他の収入 -

投資活動収支 -737,716

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,141,511

前年度末歳計外現金残高 93,717

本年度歳計外現金増減額 -6,476

本年度末歳計外現金残高 87,241

本年度末現金預金残高 807,825

334,316

財務活動収支 -518,430

本年度資金収支額 -393,636

前年度末資金残高 1,114,776

比例連結割合変更に伴う差額 -556

本年度末資金残高 720,584

    地方債等償還支出 1,106,459

    その他の支出 35,052

  財務活動収入


