
【様式第1号】

自治体名：南越前町

会計：全体会計 （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 65,426,203   固定負債 8,313,369

    有形固定資産 62,232,959     地方債等 5,882,955

      事業用資産 15,455,483     長期未払金 -

        土地 3,984,328     退職手当引当金 1,496,043

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 338,463     その他 934,371

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 1,135,926

        建物 27,547,572     １年内償還予定地方債等 811,104

        建物減価償却累計額 -16,754,233     未払金 37,691

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 1,419,499     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -1,139,443     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 154,380

        船舶 -     預り金 86,436

        船舶減価償却累計額 -     その他 46,315

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 9,449,294

        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 67,626,394

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -8,615,512

        航空機 -   他団体出資等分 -

        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 59,297

      インフラ資産 46,140,770

        土地 1,639,764

        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 97,343,833

        工作物減価償却累計額 -54,181,789

        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 3,180,977

      物品減価償却累計額 -2,544,271

      物品減損損失累計額 -

    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 3,176,831

      投資及び出資金 149,646

        有価証券 1,000

        出資金 148,646

        その他 -

      長期延滞債権 16,156

      長期貸付金 261,584

      基金 2,752,706

        減債基金 576,806

        その他 2,175,900

      その他 -

      徴収不能引当金 -3,261

  流動資産 3,033,973

    現金預金 682,897

    未収金 87,107

    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 -2,299

  繰延資産 - 純資産合計 59,010,882

資産合計 68,460,176 負債及び純資産合計 68,460,176

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：全体会計 （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 11,663,799

    業務費用 6,713,442

      人件費 1,571,234

        職員給与費 1,500,202

        賞与等引当金繰入額 154,472

        退職手当引当金繰入額 -134,935

        その他 51,495

      物件費等 5,059,851

        物件費 1,924,242

        維持補修費 298,653

        減価償却費 2,836,531

        その他 425

      その他の業務費用 82,357

        支払利息 59,269

        徴収不能引当金繰入額 5,560

        その他 17,528

    移転費用 4,950,357

      補助金等 4,055,860

10,865,889

      社会保障給付 552,902

      その他 7,280

  経常収益 797,910

純行政コスト 11,052,924

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 920

  臨時利益 15,195

334,315

    資産売却益 15,195

    その他 -

  臨時損失 202,230

    災害復旧事業費 17,061

    資産除売却損 184,249

    使用料及び手数料 249,608

    その他 548,302

純経常行政コスト



【様式第3号】

自治体名：南越前町

会計：全体会計 （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 60,607,925 69,268,215 -8,660,290 -

  純行政コスト（△） -11,052,924 -11,052,924 -

  財源 9,150,435 9,150,434 -

    税収等 6,201,685 6,201,685 -

    国県等補助金 2,948,750 2,948,750 -

  本年度差額 -1,902,489 -1,902,489 -

  固定資産等の変動（内部変動） -1,947,268 1,947,268

    有形固定資産等の増加 1,121,613 -1,121,613

    有形固定資産等の減少 -3,089,247 3,089,247

    貸付金・基金等の増加 261,255 -261,255

    貸付金・基金等の減少 -240,889 240,889

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 305,446 305,446

  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 - - -

  本年度純資産変動額 -1,597,043 -1,641,822 44,778 -

本年度末純資産残高 59,010,882 67,626,394 -8,615,512 -

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：全体会計 （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 8,728,038

    業務費用支出 3,777,681

      人件費支出 1,577,029

      物件費等支出 2,122,264

      支払利息支出 59,269

      その他の支出 19,119

    移転費用支出 4,950,357

      補助金等支出 4,055,860

      社会保障給付支出 552,902

      その他の支出 7,280

  業務収入 9,396,671

    税収等収入 6,114,520

    国県等補助金収入 2,489,004

    使用料及び手数料収入 249,090

    その他の収入 544,057

  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 662,455

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,191,941

    公共施設等整備費支出 945,053

    基金積立金支出 143,888

    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 757,302

    国県等補助金収入 490,629

    基金取崩収入 161,140

    貸付金元金回収収入 64,158

431,410

    地方債等発行収入 431,410

    その他の収入 -

    資産売却収入 41,375

    その他の収入 -

投資活動収支 -434,639

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,065,902

前年度末歳計外現金残高 93,061

本年度歳計外現金増減額 -6,625

本年度末歳計外現金残高 86,436

本年度末現金預金残高 682,897

334,315

財務活動収支 -634,492

本年度資金収支額 -406,676

前年度末資金残高 1,003,137

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 596,461

    地方債等償還支出 1,030,851

    その他の支出 35,051

  財務活動収入


