
【様式第1号】

自治体名：南相木村

会計：全体会計 （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 15,667,564,934   固定負債 1,606,790,323

    有形固定資産 11,810,051,980     地方債等 1,443,547,703

      事業用資産 4,381,616,325     長期未払金 -

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

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 1,244,246,200     その他 73,360,620

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 189,287,727

        建物 6,954,242,108     １年内償還予定地方債等 131,691,802

        建物減価償却累計額 -4,407,824,555     未払金 -

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 1,333,831,860     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -1,071,591,481     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 27,341,713

        船舶 -     預り金 4,430,116

        船舶減価償却累計額 -     その他 25,824,096

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 1,796,078,050

        浮標等 - 【純資産の部】

        浮標等減価償却累計額 -   固定資産等形成分 16,491,702,965

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -1,757,711,442

        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 407,862

        その他減価償却累計額 -24,063

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 8,035,200

      インフラ資産 6,943,374,829

        土地 34,976,450

        土地減損損失累計額 -

        建物 62,014,910

        建物減価償却累計額 -40,288,522

        建物減損損失累計額 -

        工作物 15,206,357,084

        工作物減価償却累計額 -8,323,799,893

        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 4,114,800

      物品 988,310,551

      物品減価償却累計額 -503,249,725

      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 3,857,512,954

      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 -

      長期延滞債権 1,898,701

      長期貸付金 56,502,500

      基金 3,791,540,168

        減債基金 -

        その他 3,791,540,168

      その他 -

      徴収不能引当金 -70,355

  流動資産 862,504,639

    現金預金 36,633,641

    未収金 1,732,967

    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 -

  繰延資産 - 純資産合計 14,733,991,523

資産合計 16,530,069,573 負債及び純資産合計 16,530,069,573

連結貸借対照表
（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：全体会計 （単位：円）

    資産売却益 -

    その他 -

純行政コスト 2,153,043,397

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 -

  臨時損失 9,712,370

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 10,031,310

    使用料及び手数料 42,793,352

    その他 68,210,593

純経常行政コスト 2,143,331,027

      社会保障給付 333,772,248

      その他 783,400

  経常収益 111,003,945

        その他 19,534,381

    移転費用 656,310,138

      補助金等 321,754,490

      その他の業務費用 24,734,831

        支払利息 5,173,456

        徴収不能引当金繰入額 26,994

        維持補修費 129,043,821

        減価償却費 563,913,637

        その他 1,515,180

        その他 70,536,524

      物件費等 1,149,420,760

        物件費 454,948,122

        職員給与費 322,031,006

        賞与等引当金繰入額 27,341,713

        退職手当引当金繰入額 3,960,000

  経常費用 2,254,334,972

    業務費用 1,598,024,834

      人件費 423,869,243

連結行政コスト計算書
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：全体会計 （単位：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 15,381,586,811 16,763,606,605 -1,382,019,794 -

  純行政コスト（△） -2,153,043,397 -2,153,043,397 -

  財源 1,518,291,028 1,518,291,028 -

    税収等 1,182,713,675 1,182,713,675 -

    国県等補助金 335,577,353 335,577,353 -

  本年度差額 -634,752,369 -634,752,369 -

  固定資産等の変動（内部変動） -257,944,541 257,944,541

    有形固定資産等の増加 461,659,133 -461,659,133

    有形固定資産等の減少 -573,944,947 573,944,947

    貸付金・基金等の増加 20,850,474 -20,850,474

    貸付金・基金等の減少 -166,509,201 166,509,201

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -13,959,100 -13,959,100

  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 1,116,181 1 1,116,180

  本年度純資産変動額 -647,595,288 -271,903,640 -375,691,648 -

本年度末純資産残高 14,733,991,523 16,491,702,965 -1,757,711,442 -

連結純資産変動計算書
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：全体会計 （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 36,633,641

財務活動収支 254,796,419

本年度資金収支額 -44,999,242

前年度末資金残高 77,202,767

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 32,203,525

    地方債等償還支出 107,252,140

    その他の支出 19,492,441

  財務活動収入 381,541,000

    地方債等発行収入 381,541,000

    その他の収入 -

    資産売却収入 -

    その他の収入 -

投資活動収支 -195,171,437

【財務活動収支】

  財務活動支出 126,744,581

    その他の支出 -

  投資活動収入 212,615,201

    国県等補助金収入 46,106,000

    基金取崩収入 159,304,451

    貸付金元金回収収入 7,204,750

  投資活動支出 407,786,638

    公共施設等整備費支出 387,281,693

    基金積立金支出 8,804,945

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 11,700,000

    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 -104,624,224

【投資活動収支】

    税収等収入 1,182,350,386

    国県等補助金収入 289,471,353

    使用料及び手数料収入 42,665,063

    その他の収入 68,166,593

  臨時支出 -

    移転費用支出 656,310,138

      補助金等支出 321,754,490

      社会保障給付支出 333,772,248

      その他の支出 783,400

  業務収入 1,582,653,395

    業務費用支出 1,030,967,481

      人件費支出 420,343,293

      物件費等支出 589,327,382

      支払利息支出 5,173,456

      その他の支出 16,123,350

連結資金収支計算書
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 1,687,277,619


