
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 16,304,007  固定負債 1,232,458

    有形固定資産 12,355,724    地方債等 1,040,949

      事業用資産 4,598,962    長期未払金 -

        土地 333,983    退職手当引当金 143,676

        立木竹 1,244,246    損失補償等引当金 -

        建物 7,064,855    その他 47,833

        建物減価償却累計額 -4,268,903  流動負債 163,103

        工作物 1,212,612    １年内償還予定地方債等 117,857

        工作物減価償却累計額 -994,959    未払金 3,063

        船舶 -    未払費用 8,148

        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 28,759

        航空機 -    預り金 5,239

        航空機減価償却累計額 -    その他 37

        その他 -負債合計 1,395,561

        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 17,360,257

      インフラ資産 7,392,365  余剰分（不足分） -1,294,080

        土地 32,461  他団体出資等分 -46

        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 842,299

      物品減価償却累計額 -477,902

    無形固定資産 -

      ソフトウェア -

      その他 -

    投資その他の資産 3,948,283

      投資及び出資金 7,323

        有価証券 -

        出資金 7,323

        その他 -

      長期延滞債権 2,172

      長期貸付金 47,074

      基金 3,891,701

        減債基金 -

        その他 3,891,701

      その他 61

      徴収不能引当金 -50

  流動資産 1,157,685

    現金預金 92,142

    未収金 1,663

    短期貸付金 4,941

    基金 1,051,309

      財政調整基金 808,692

      減債基金 242,618

    棚卸資産 2,841

    その他 4,808

    徴収不能引当金 -20

  繰延資産 -純資産合計 16,066,131

資産合計 17,461,692負債及び純資産合計 17,461,692

連結貸借対照表
（平成29年3月31日現在）



南相木村 【様式第2号】

（単位：千円）

連結行政コスト計算書
自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日

科目名 金額

  経常費用 2,473,224

    業務費用 1,796,121

      人件費 615,573

        職員給与費 395,193

        賞与等引当金繰入額 28,759

        退職手当引当金繰入額 116,514

        その他 75,108

      物件費等 1,158,379

        物件費 543,227

        維持補修費 82,443

        減価償却費 530,883

        その他 1,826

      その他の業務費用 22,170

        支払利息 8,326

        徴収不能引当金繰入額 -55

        その他 13,899

    移転費用 677,103

      補助金等 150,499

      社会保障給付 522,972

      その他 3,633

  経常収益 297,023

    使用料及び手数料 60,349

    その他 236,674

純経常行政コスト 2,176,201

  臨時損失 4,506

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 4,506

    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 2,180,707



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 16,528,929 17,558,072 -1,029,230 87

  純行政コスト（△） -2,180,707 -2,180,707 -

  財源 1,716,078 1,716,165 -87

    税収等 1,350,730 1,350,818 -87

    国県等補助金 365,347 365,347 -

  本年度差額 -464,629 -464,542 -87

  固定資産等の変動（内部変動） -198,007 198,007

    有形固定資産等の増加 363,036 -363,036

    有形固定資産等の減少 -535,386 535,386

    貸付金・基金等の増加 68,344 -68,344

    貸付金・基金等の減少 -94,000 94,000

  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 46 -46

  比例連結割合変更に伴う差額 1 8 -6 -

  その他 0 -4 4

  本年度純資産変動額 -464,439 -197,815 -266,491 -133

本年度末純資産残高 16,066,131 17,360,257 -1,294,080 -46

連結純資産変動計算書
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）

連結資金収支計算書
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 1,852,898

    業務費用支出 1,143,210

      人件費支出 497,001

      物件費等支出 628,414

      支払利息支出 8,326

      その他の支出 9,470

    移転費用支出 709,687

      補助金等支出 150,502

      社会保障給付支出 522,972

      その他の支出 36,213

  業務収入 2,011,785

    税収等収入 1,348,077

    国県等補助金収入 365,347

    使用料及び手数料収入 60,204

    その他の収入 238,157

  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 158,887

【投資活動収支】

  投資活動支出 428,892

    公共施設等整備費支出 360,676

    基金積立金支出 57,054

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 11,160

    その他の支出 2

  投資活動収入 93,350

    国県等補助金収入 -

    基金取崩収入 85,523

    貸付金元金回収収入 7,826

    資産売却収入 -

    その他の収入 1

投資活動収支 -335,542

【財務活動収支】

  財務活動支出 96,716

    地方債等償還支出 96,716

    その他の支出 -

  財務活動収入 225,473

    地方債等発行収入 225,473

    その他の収入 -

前年度末歳計外現金残高 3,837

本年度歳計外現金増減額 226

本年度末歳計外現金残高 4,063

本年度末現金預金残高 92,142

財務活動収支 128,757

本年度資金収支額 -47,897

前年度末資金残高 135,976

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 88,079


