
南相木村 【様式第1号】

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 15,635,504                   固定負債 1,122,600                   

    有形固定資産 11,855,788                     地方債 998,829                     

      事業用資産 4,362,656                       長期未払金 -

        土地 318,747                         退職手当引当金 123,771                     

        立木竹 1,244,246                       損失補償等引当金 -

        建物 6,634,400                       その他 -

        建物減価償却累計額 -4,051,049                   流動負債 139,339                     

        工作物 1,200,920                       １年内償還予定地方債 111,805                     

        工作物減価償却累計額 -991,736                       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 23,502                       

        航空機 -     預り金 4,031                        

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 1,261,939                   

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 7,128                          固定資産等形成分 16,672,210                 

      インフラ資産 7,137,955                     余剰分（不足分） -1,210,917                 

        土地 31,199                       

        建物 53,139                       

        建物減価償却累計額 -32,666                     

        工作物 14,191,924                 

        工作物減価償却累計額 -7,110,599                 

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 4,958                        

      物品 771,746                     

      物品減価償却累計額 -416,569                   

    無形固定資産 -

      ソフトウェア -

      その他 -

    投資その他の資産 3,779,716                   

      投資及び出資金 10,123                       

        有価証券 2,800                        

        出資金 7,323                        

        その他 -

      投資損失引当金 -2,257                       

      長期延滞債権 1,078                        

      長期貸付金 46,931                       

      基金 3,723,887                   

        減債基金 -

        その他 3,723,887                   

      その他 -

      徴収不能引当金 -45                           

  流動資産 1,087,727                   

    現金預金 50,325                       

    未収金 711                           

    短期貸付金 4,941                        

    基金 1,031,765                   

      財政調整基金 789,178                     

      減債基金 242,587                     

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -14                           純資産合計 15,461,293                 

資産合計 16,723,232                 負債及び純資産合計 16,723,232                 

貸借対照表
（平成29年3月31日現在）



南相木村 【様式第2号】

一般会計等 （単位：千円）

    その他 -

純行政コスト 1,737,575                                 

    その他 -

  臨時利益 -

    資産売却益 -

    資産除売却損 4,506                                       

    投資損失引当金繰入額 2,257                                       

    損失補償等引当金繰入額 -

純経常行政コスト 1,730,812                                 

  臨時損失 6,762                                       

    災害復旧事業費 -

  経常収益 122,673                                    

    使用料及び手数料 35,252                                      

    その他 87,421                                      

      社会保障給付 67,925                                      

      他会計への繰出金 85,139                                      

      その他 631                                          

        その他 5,763                                       

    移転費用 423,034                                    

      補助金等 269,338                                    

      その他の業務費用 12,483                                      

        支払利息 6,769                                       

        徴収不能引当金繰入額 -49                                          

        維持補修費 81,629                                      

        減価償却費 496,296                                    

        その他 1,336                                       

        その他 65,306                                      

      物件費等 968,001                                    

        物件費 388,740                                    

        職員給与費 279,980                                    

        賞与等引当金繰入額 23,502                                      

        退職手当引当金繰入額 81,178                                      

  経常費用 1,853,485                                 

    業務費用 1,430,452                                 

      人件費 449,967                                    

行政コスト計算書
自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日

科目名 金額



南相木村 【様式第3号】

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 15,893,416                 16,850,515                 -957,099                    

  純行政コスト（△） -1,737,575                 -1,737,575                 

  財源 1,303,622                   1,303,622                   

    税収等 1,132,790                   1,132,790                   

    国県等補助金 170,832                     170,832                     

  本年度差額 -433,953                    -433,953                    

  固定資産等の変動（内部変動） -178,494                    178,494                     

    有形固定資産等の増加 354,305                     -354,305                    

    有形固定資産等の減少 -500,802                    500,802                     

    貸付金・基金等の増加 54,679                       -54,679                     

    貸付金・基金等の減少 -86,675                     86,675                       

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 189                           189                           

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -433,764                    -178,305                    -255,459                    

本年度末純資産残高 15,461,293                 16,672,210                 -1,210,917                 

純資産変動計算書
自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日



南相木村 【様式第4号】

一般会計等 （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 3,837                                      

本年度歳計外現金増減額 194                                        

本年度末歳計外現金残高 4,031                                      

本年度末現金預金残高 50,325                                    

    その他の収入 -

財務活動収支 133,548                                   

本年度資金収支額 -38,855                                   

前年度末資金残高 85,148                                    

本年度末資金残高 46,294                                    

  財務活動支出 91,852                                    

    地方債償還支出 91,852                                    

    その他の支出 -

  財務活動収入 225,400                                   

    地方債発行収入 225,400                                   

    貸付金元金回収収入 7,826                                      

    資産売却収入 -

    その他の収入 -

投資活動収支 -322,840                                 

【財務活動収支】

    貸付金支出 11,160                                    

    その他の支出 -

  投資活動収入 86,144                                    

    国県等補助金収入 -

    基金取崩収入 78,318                                    

【投資活動収支】

  投資活動支出 408,983                                   

    公共施設等整備費支出 354,305                                   

    基金積立金支出 43,519                                    

    投資及び出資金支出 -

  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 150,437                                   

  業務収入 1,426,330                                

    税収等収入 1,132,980                                

    国県等補助金収入 170,832                                   

    使用料及び手数料収入 35,097                                    

    その他の収入 87,421                                    

    移転費用支出 423,034                                   

      補助金等支出 269,338                                   

      社会保障給付支出 67,925                                    

      他会計への繰出支出 85,139                                    

      その他の支出 631                                        

    業務費用支出 852,859                                   

      人件費支出 368,621                                   

      物件費等支出 474,965                                   

      支払利息支出 6,769                                      

      その他の支出 2,503                                      

資金収支計算書
自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 1,275,893                                


