
南相木村 【様式第1号】

（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 16,005,941                   固定負債 1,155,322                   

    有形固定資産 12,121,556                     地方債等 1,031,551                   

      事業用資産 4,370,972                       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 6,683,854                       その他 -

        建物減価償却累計額 -4,092,187                   流動負債 147,062                     

        工作物 1,200,920                       １年内償還予定地方債等 116,812                     

        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 26,218                       

        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 1,302,383                   

        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 17,042,646                 

      インフラ資産 7,392,365                     余剰分（不足分） -1,231,943                 

        土地 32,461                         他団体出資等分 -

        建物 62,015                       

        建物減価償却累計額 -37,053                     

        工作物 15,073,640                 

        工作物減価償却累計額 -7,743,657                 

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 4,958                        

      物品 806,575                     

      物品減価償却累計額 -448,356                   

    無形固定資産 -

      ソフトウェア -

      その他 -

    投資その他の資産 3,884,385                   

      投資及び出資金 10,123                       

        有価証券 2,800                        

        出資金 7,323                        

        その他 -

      長期延滞債権 2,172                        

      長期貸付金 46,931                       

      基金 3,827,465                   

        減債基金 -

        その他 3,827,465                   

      その他 -

      徴収不能引当金 -50                           

  流動資産 1,107,146                   

    現金預金 69,046                       

    未収金 1,413                        

    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 -19                           

  繰延資産 - 純資産合計 15,810,703                 

資産合計 17,113,086                 負債及び純資産合計 17,113,086                 

全体貸借対照表
（平成29年3月31日現在）



南相木村 【様式第2号】

（単位：千円）

    資産売却益 -

    その他 -

純行政コスト 2,035,331                                 

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 -

  臨時損失 6,762                                       

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 4,506                                       

    使用料及び手数料 46,157                                      

    その他 104,610                                    

純経常行政コスト 2,028,569                                 

      社会保障給付 343,926                                    

      その他 655                                          

  経常収益 150,767                                    

        その他 12,850                                      

    移転費用 637,208                                    

      補助金等 292,627                                    

      その他の業務費用 21,036                                      

        支払利息 8,235                                       

        徴収不能引当金繰入額 -49                                          

        維持補修費 81,629                                      

        減価償却費 520,133                                    

        その他 1,394                                       

        その他 68,603                                      

      物件費等 1,029,851                                 

        物件費 426,696                                    

        職員給与費 315,241                                    

        賞与等引当金繰入額 26,218                                      

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

  経常費用 2,179,336                                 

    業務費用 1,542,127                                 

      人件費 491,240                                    

全体行政コスト計算書
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】

（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 16,266,857                 17,236,097                 -969,241                    -

  純行政コスト（△） -2,035,331                 -2,035,331                 -

  財源 1,577,348                   1,577,348                   -

    税収等 1,291,500                   1,291,500                   -

    国県等補助金 285,848                     285,848                     -

  本年度差額 -457,983                    -457,983                    -

  固定資産等の変動（内部変動） -193,640                    193,640                     

    有形固定資産等の増加 356,494                     -356,494                    

    有形固定資産等の減少 -524,639                    524,639                     

    貸付金・基金等の増加 61,300                       -61,300                     

    貸付金・基金等の減少 -86,794                     86,794                       

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 189                           189                           

  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 -457,794                    -193,451                    -264,343                    -

本年度末純資産残高 15,810,703                 17,042,646                 -1,231,943                 -

全体純資産変動計算書
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】

（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 69,046                                    

財務活動収支 129,588                                   

本年度資金収支額 -51,139                                   

前年度末資金残高 116,153                                   

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 65,014                                    

    地方債等償還支出 95,812                                    

    その他の支出 -

  財務活動収入 225,400                                   

    地方債等発行収入 225,400                                   

    その他の収入 -

    資産売却収入 -

    その他の収入 -

投資活動収支 -331,522                                 

【財務活動収支】

  財務活動支出 95,812                                    

    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                                    

    貸付金元金回収収入 7,826                                      

  投資活動支出 417,666                                   

    公共施設等整備費支出 356,494                                   

    基金積立金支出 50,012                                    

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 11,160                                    

    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 150,796                                   

【投資活動収支】

    税収等収入 1,291,662                                

    国県等補助金収入 285,848                                   

    使用料及び手数料収入 46,011                                    

    その他の収入 104,610                                   

  臨時支出 -

    移転費用支出 637,208                                   

      補助金等支出 292,627                                   

      社会保障給付支出 343,926                                   

      その他の支出 655                                        

  業務収入 1,728,132                                

    業務費用支出 940,128                                   

      人件費支出 409,325                                   

      物件費等支出 513,079                                   

      支払利息支出 8,235                                      

      その他の支出 9,489                                      

全体資金収支計算書
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 1,577,336                                


