
【様式第1号】

自治体名：南相木村

会計：一般会計等 （単位：円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 15,331,958,578   固定負債 1,582,480,554

    有形固定資産 11,578,649,021     地方債 1,421,406,466

      事業用資産 4,375,871,450     長期未払金 -

        土地 320,293,194     退職手当引当金 89,882,000

        立木竹 1,244,246,200     損失補償等引当金 -

        建物 6,904,788,218     その他 71,192,088

        建物減価償却累計額 -4,364,115,540   流動負債 179,791,514

        工作物 1,333,831,860     １年内償還予定地方債 126,304,017

        工作物減価償却累計額 -1,071,591,481     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 25,337,989

        航空機 -     預り金 4,430,116

        航空機減価償却累計額 -     その他 23,719,392

        その他 407,862 負債合計 1,762,272,068

        その他減価償却累計額 -24,063 【純資産の部】

        建設仮勘定 8,035,200   固定資産等形成分 16,156,096,609

      インフラ資産 6,728,744,745   余剰分（不足分） -1,732,350,183

        土地 33,713,942

        建物 53,139,086

        建物減価償却累計額 -35,319,127

        工作物 14,320,422,575

        工作物減価償却累計額 -7,647,326,531

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 4,114,800

      物品 939,915,851

      物品減価償却累計額 -465,883,025

    無形固定資産 -

      ソフトウェア -

      その他 -

    投資その他の資産 3,753,309,557

      投資及び出資金 10,123,000

        有価証券 2,800,000

        出資金 7,323,000

        その他 -

      投資損失引当金 -2,481,060

      長期延滞債権 673,995

      長期貸付金 56,502,500

      基金 3,688,551,502

        減債基金 -

        その他 3,688,551,502

      その他 -

      徴収不能引当金 -60,380

  流動資産 854,059,916

    現金預金 29,043,575

    未収金 878,310

    短期貸付金 6,465,000

    基金 817,673,031

      財政調整基金 574,659,517

      減債基金 243,013,514

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 - 純資産合計 14,423,746,426

資産合計 16,186,018,494 負債及び純資産合計 16,186,018,494

貸借対照表
（平成31年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：南相木村

会計：一般会計等 （単位：円）

    その他 -

純行政コスト 1,817,112,048

    その他 -

  臨時利益 -

    資産売却益 -

    資産除売却損 10,031,310

    投資損失引当金繰入額 -318,940

    損失補償等引当金繰入額 -

純経常行政コスト 1,807,399,678

  臨時損失 9,712,370

    災害復旧事業費 -

  経常収益 87,940,353

    使用料及び手数料 32,199,232

    その他 55,741,121

      社会保障給付 62,327,640

      他会計への繰出金 100,464,269

      その他 520,200

        その他 4,816,267

    移転費用 412,486,768

      補助金等 249,174,659

      その他の業務費用 8,910,029

        支払利息 4,070,286

        徴収不能引当金繰入額 23,476

        維持補修費 127,256,421

        減価償却費 538,224,025

        その他 1,460,000

        その他 67,520,731

      物件費等 1,085,010,523

        物件費 418,070,077

        職員給与費 292,113,991

        賞与等引当金繰入額 25,337,989

        退職手当引当金繰入額 3,960,000

  経常費用 1,895,340,031

    業務費用 1,482,853,263

      人件費 388,932,711

行政コスト計算書
自　平成30年4月1日
至　平成31年3月31日

科目名 金額



【様式第3号】

自治体名：南相木村

会計：一般会計等 （単位：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 15,033,659,956 16,405,651,447 -1,371,991,491

  純行政コスト（△） -1,817,112,048 -1,817,112,048

  財源 1,221,941,842 1,221,941,842

    税収等 1,070,126,902 1,070,126,902

    国県等補助金 151,814,940 151,814,940

  本年度差額 -595,170,206 -595,170,206

  固定資産等の変動（内部変動） -234,811,514 234,811,514

    有形固定資産等の増加 453,949,013 -453,949,013

    有形固定資産等の減少 -548,255,335 548,255,335

    貸付金・基金等の増加 19,399,558 -19,399,558

    貸付金・基金等の減少 -159,904,750 159,904,750

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -14,743,325 -14,743,325

  その他 1 1 -

  本年度純資産変動額 -609,913,530 -249,554,838 -360,358,692

本年度末純資産残高 14,423,746,426 16,156,096,609 -1,732,350,183

純資産変動計算書
自　平成30年4月1日
至　平成31年3月31日



【様式第4号】

自治体名：南相木村

会計：一般会計等 （単位：円）

前年度末歳計外現金残高 4,033,517

本年度歳計外現金増減額 396,599

本年度末歳計外現金残高 4,430,116

本年度末現金預金残高 29,043,575

    その他の収入 -

財務活動収支 262,094,135

本年度資金収支額 -25,208,535

前年度末資金残高 49,821,994

本年度末資金残高 24,613,459

  財務活動支出 119,446,865

    地方債償還支出 102,059,128

    その他の支出 17,387,737

  財務活動収入 381,541,000

    地方債発行収入 381,541,000

    貸付金元金回収収入 7,204,750

    資産売却収入 -

    その他の収入 -

投資活動収支 -197,279,340

【財務活動収支】

    貸付金支出 11,700,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 206,010,750

    国県等補助金収入 46,106,000

    基金取崩収入 152,700,000

【投資活動収支】

  投資活動支出 403,290,090

    公共施設等整備費支出 384,036,293

    基金積立金支出 7,553,797

    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 -90,023,330

  業務収入 1,263,674,015

    税収等収入 1,070,183,993

    国県等補助金収入 105,708,940

    使用料及び手数料収入 32,083,961

    その他の収入 55,697,121

    移転費用支出 412,486,768

      補助金等支出 249,174,659

      社会保障給付支出 62,327,640

      他会計への繰出支出 100,464,269

      その他の支出 520,200

    業務費用支出 941,210,577

      人件費支出 385,128,298

      物件費等支出 550,505,807

      支払利息支出 4,070,286

      その他の支出 1,506,186

資金収支計算書
自　平成30年4月1日
至　平成31年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 1,353,697,345


