【様式第1号】

連結貸借対照表
（令和2年3月31日現在）
自治体名：邑楽町
会計：連結会計
科目名

（単位：円）
金額

科目名

【資産の部】
固定資産
有形固定資産
事業用資産
土地

【負債の部】
37,219,819,345 固定負債
地方債等
33,609,512,253
15,550,380,387
5,199,144,235

長期未払金
退職手当引当金

土地減損損失累計額

-

損失補償等引当金

立木竹

-

その他

立木竹減損損失累計額
建物

- 流動負債
１年内償還予定地方債等

21,671,994,498

建物減価償却累計額

-12,410,884,366

建物減損損失累計額

-

未払金

工作物減価償却累計額

-979,547,035

前受収益

工作物減損損失累計額

-

浮標等
浮標等減価償却累計額

賞与等引当金

214,931

預り金

-161,198

その他

- 負債合計
- 【純資産の部】

浮標等減損損失累計額

- 固定資産等形成分
- 余剰分（不足分）

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
インフラ資産
土地
土地減損損失累計額
建物
建物減価償却累計額
建物減損損失累計額
工作物
工作物減価償却累計額
工作物減損損失累計額
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
物品
物品減価償却累計額
物品減損損失累計額
無形固定資産
ソフトウェア
その他
投資その他の資産
投資及び出資金
有価証券
出資金
その他
長期延滞債権
長期貸付金
基金
減債基金
その他
その他
徴収不能引当金
流動資産
現金預金
未収金
短期貸付金
基金
財政調整基金
減債基金
棚卸資産
その他
徴収不能引当金
繰延資産
資産合計

1,286,794,034
1,248,333,259
1,342,052,315
849,415,169
228,153,574
-

前受金

船舶減損損失累計額

10,883,391,329

-

1,664,252,071

船舶減価償却累計額

13,418,518,622

未払費用

工作物

船舶

金額

175,363,486
80,494,802
8,625,284
14,760,570,937
40,005,304,079
-13,104,202,565
-

351,768,851
-270,946,140
324,544,540
17,345,470,058
1,326,041,660
527,109,192
-343,652,941
32,827,751,007
-17,100,790,116
527,949
108,483,307
2,493,517,435
-1,779,855,627
88,453,794
9,446,640
79,007,154
3,521,853,298
569,499,227
569,499,227
424,278,338
14,802,585
2,536,234,507
2,536,234,507
-22,961,359
4,441,853,106
1,288,477,161
364,593,178
240,000
2,785,244,734
2,227,413,357
557,831,377
8,520,517
1,524,353
-6,746,837
- 純資産合計
41,661,672,451 負債及び純資産合計

26,901,101,514
41,661,672,451

【様式第2号】

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
自治体名：邑楽町
会計：連結会計

（単位：円）
科目名

経常費用

金額
16,767,438,576

業務費用

6,416,536,820

人件費

2,137,375,914

職員給与費
賞与等引当金繰入額
退職手当引当金繰入額
その他

1,781,723,083
174,072,897
12,497,406
169,082,528

物件費等

3,991,340,381

物件費

2,482,007,082

維持補修費

89,613,467

減価償却費

1,419,041,078

その他
その他の業務費用
支払利息
徴収不能引当金繰入額

678,754
287,820,525
101,763,581
23,314,769

その他

162,742,175

移転費用

10,350,901,756

補助金等

1,128,362,359

社会保障給付

9,061,867,553

その他

160,671,844

経常収益

1,650,917,799

使用料及び手数料

726,278,412

その他

924,639,387

純経常行政コスト
臨時損失
災害復旧事業費
資産除売却損
損失補償等引当金繰入額
その他
臨時利益
資産売却益
その他
純行政コスト

15,116,520,777
243,769
45,557
198,212
7,498
7,498
15,116,757,048

【様式第3号】

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
自治体名：邑楽町
会計：連結会計
科目名

（単位：円）
合計

固定資産等形成分

前年度末純資産残高

27,286,668,090

純行政コスト（△）
財源
税収等
国県等補助金
本年度差額

余剰分(不足分)
-12,960,844,916

-

-15,116,757,048

-15,116,757,048

-

15,249,757,625

15,249,757,625

-

10,509,550,470

10,509,550,470

-

4,740,207,155

4,740,207,155

-

133,000,577

133,000,577

-

固定資産等の変動（内部変動）

40,247,513,006

他団体出資等分

290,608,504

-290,608,504

有形固定資産等の増加

1,538,881,485

-1,538,881,485

有形固定資産等の減少

-1,603,814,921

1,603,814,921

貸付金・基金等の増加

1,370,505,407

-1,370,505,407

貸付金・基金等の減少

-1,014,963,467

1,014,963,467

資産評価差額

-

-

無償所管換等

-

-

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

22,276,860

34,806,398

-12,529,538

その他

-540,844,013

-567,623,829

26,779,816

本年度純資産変動額

-385,566,576

-242,208,927

-143,357,649

-

26,901,101,514

40,005,304,079

-13,104,202,565

-

本年度末純資産残高

【様式第4号】

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
自治体名：邑楽町
会計：連結会計

（単位：円）
科目名

金額

【業務活動収支】
業務支出

15,352,035,180

業務費用支出

5,001,133,424

人件費支出

2,151,643,102

物件費等支出

2,550,427,486

支払利息支出

101,763,674

その他の支出

197,299,162

移転費用支出

10,350,901,756

補助金等支出

1,128,362,359

社会保障給付支出

9,061,867,553

その他の支出
業務収入
税収等収入
国県等補助金収入

160,671,844
15,885,665,087
10,476,626,603
4,397,288,104

使用料及び手数料収入

735,913,875

その他の収入

275,836,505

臨時支出
災害復旧事業費支出
その他の支出
臨時収入
業務活動収支

190,883
190,883
7,498
533,446,522

【投資活動収支】
投資活動支出
公共施設等整備費支出
基金積立金支出
投資及び出資金支出
貸付金支出
その他の支出
投資活動収入

1,719,527,648
1,345,751,514
989,402,544
-645,711,000
30,084,590
1,080,560,017

国県等補助金収入

358,591,689

基金取崩収入

636,459,861

貸付金元金回収収入

26,819,496

資産売却収入

25,840,000

その他の収入
投資活動収支

32,848,971
-638,967,631

【財務活動収支】
財務活動支出
地方債等償還支出
その他の支出
財務活動収入
地方債等発行収入
その他の収入
財務活動収支

1,017,292,298
1,014,569,008
2,723,290
1,145,651,180
1,178,004,180
-32,353,000
128,358,882

本年度資金収支額

22,837,773

前年度末資金残高

1,181,522,263

比例連結割合変更に伴う差額
本年度末資金残高
前年度末歳計外現金残高

4,088,823
1,208,448,859
78,483,356

本年度歳計外現金増減額

1,544,946

本年度末歳計外現金残高

80,028,302

本年度末現金預金残高

1,288,477,161

注 記
１．重要な会計方針
（１）有形固定資産等の評価基準及び評価方法
① 有形固定資産･･････････････････････････････取得原価
ただし、開始時の評価基準及び評価方法については、次のとおりです。
ア 昭和59 年度以前に取得したもの･･･････････再調達原価
ただし、道路、河川及び水路の敷地は備忘価額1 円としています。
イ 昭和60 年度以後に取得したもの
取得原価が判明しているもの････････････････取得原価
取得原価が不明なもの･･････････････････････再調達原価
ただし、取得原価が不明な道路、河川及び水路の敷地は備忘価額1 円としています。
② 無形固定資産･･････････････････････････････取得原価
ただし、開始時の評価基準及び評価方法については、次のとおりです。
取得原価が判明しているもの････････････････取得原価
取得原価が不明なもの･･････････････････････再調達原価
（２）有価証券等の評価基準及び評価方法
①満期保有目的有価証券･･････････････････････償却原価法（定額法）
② 満期保有目的以外の有価証券
ア 市場価格のあるもの･･････････････････････会計年度末における市場価格
（売却原価は移動平均法により算定）
イ 市場価格のないもの･･････････････････････取得原価（又は償却原価法（定額法））
③ 出資金
ア 市場価格のあるもの･･････････････････････会計年度末における市場価格
（売却原価は移動平均法により算定）
イ 市場価格のないもの･･････････････････････出資金額
（３）棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし
（４）有形固定資産等の減価償却の方法
① 有形固定資産（リース資産を除きます。）･････････定額法
なお、主な耐用年数は以下のとおりです。
建物 10年～50年
工作物 8年～60年
物品 4年～17年
② 無形固定資産（リース資産を除きます。）･････････定額法
（ソフトウェアについては、当市における見込利用期間（５年）に基づく定額法によっています。）
③ リース資産
ア 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
･･････････自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法
イ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
･･････････リース期間を耐用年数とし、残存価値をゼロとする定額法
（５）引当金の計上基準及び算定方法
① 投資損失引当金
市場価格のない投資及び出資金のうち、連結対象団体（会計）に対するものについて、実質価額が著
しく低下した場合における実質価額と取得価額との差額を計上しています。
② 徴収不能引当金
未収金については、過去５年間の平均不納欠損率により（又は個別に改修可能性を検討し）、徴収不
能見込額を計上しています。
長期延滞債権については、過去５年間の平均不納欠損率により（又は個別に改修可能性を検討し）、
徴収不能見込額を計上しています。
長期貸付金については、過去５年間の平均不納欠損率により（又は個別に改修可能性を検討し）、徴
収不能見込額を計上しています。
③ 退職手当引当金
期末自己都合要支給額を計上しています。
退職手当債務から組合への加入時以降の負担金の累計額から既に職員に対し退職手当として支給され
た額の総額を控除した額に、組合における積立金額の運用益のうち当町へ按分される額を加算した額
を控除した額を計上しています。
④ 損失補償等引当金
履行すべき額が確定していない損失補償債務等のうち、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に
規定する将来負担比率の算定に含めた将来負担額を計上しています。
⑤ 賞与等引当金
翌年度６月支給予定の期末手当及び勤勉手当並びにそれらに係る法定福利費相当額の見込額について、
それぞれ本会計年度の期間に対応する部分を計上しています。
（６）リース取引の処理方法
① ファイナンス・リース取引
ア 所有権移転ファイナンス・リース取引（リース期間が1 年以内のリース取引及びリース料総額が
300万円以下のファイナンス・リース取引を除きます。）
通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。
イ ア以外のファイナンス・リース取引
通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。
② オペレーティング・リース取引
通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。

（７）連結資金収支計算書における資金の範囲
現金（手許現金及び要求払預金）及び現金同等物（邑楽町資金管理方針において、歳計現金等の保管
方法として規定した預金等をいいます。）
なお、現金及び現金同等物には、出納整理期間における取引により発生する資金の受払いを含んでい
ます。
（８）採用した消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。
（９）連結対象団体（会計）の決算日が一般会計等と異なる場合は、当該決算日及び連結のため当該連
結対象団体（会計）について特に行った処理の概要
なし ※すべて3/31
２．重要な会計方針の変更等
（１）会計方針の変更
該当なし
（２）表示方法を変更
該当なし
（３）連結資金収支計算書における資金の範囲の変更
該当なし
３．重要な後発事象
（１）主要な業務の改廃
該当なし
（２）組織・機構の大幅な変更
該当なし
（３）地方財政制度の大幅な改正
該当なし
（４）重大な災害等の発生
該当なし
４．偶発債務
（１）保証債務及び損失補償債務負担の状況
財政健全化法の将来負担比率の算定上将来負担とした額（貸借対照表計上額）
群馬県信用保証協会０千円
（２）係争中の訴訟等
該当なし

５．追加情報
（１）連結対象団体（会計）の一覧、連結の方法（比例連結の場合は比例連結割合を含みます。）及び
連結対象と判断した理由
一般会計等 一般会計 ： 全部連結
一般会計等 学校給食事業特別会計 ： 全部連結
公営企業会計 下水道事業特別会計 ： 全部連結
その他特別会計 国民健康保険特別会計 ： 全部連結
その他特別会計 後期高齢者医療特別会計 ： 全部連結
その他特別会計 介護保険特別会計 ： 全部連結
その他特別会計 下水道事業特別会計 ： 全部連結
連結団体 群馬県後期高齢者医療広域連合 ： 比例連結1.34％
連結団体 群馬東部水道企業団 ： 比例連結6.46％
連結団体 群馬県市町村会館管理組合 ： 比例連結2.86％
連結団体 太田市外三町広域清掃組合（リサイクルプラザ） ： 比例連結7.00％
連結団体 館林地区消防組合 ： 比例連結18.81％
連結団体 邑楽館林医療事務組合（一般会計） ： 比例連結9.46％
連結団体 邑楽館林医療事務組合（企業会計） ： 比例連結9.33％
連結団体 大泉町外二町環境衛生施設組合（清掃センター） ： 比例連結24.82％
連結団体 群馬県市町村総合事務組合（災害弔慰金支給等事務） ： 比例連結5.60％
連結団体 群馬県市町村総合事務組合（非常勤職員公務災害補償事務） ： 比例連結5.19％
連結団体 群馬県市町村総合事務組合（学校医等公務災害補償事務） ： 比例連結4.00％
（２）出納整理期間
地方自治法第235条の5に基づき、出納整理期間を設けられている団体（会計）においては、出納整理
期間における現金の受払い等を終了した後の計数をもって会計年度末の計数としています。
（３）表示単位未満の取扱い
千円未満を四捨五入して表示しているため、合計金額が一致しない場合があります。

