
【様式第1号】

自治体名：南相木村

会計：連結会計 （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 15,923,605,212   固定負債 1,688,380,337

    有形固定資産 12,003,806,017     地方債等 1,445,985,289

      事業用資産 4,569,911,240     長期未払金 -

        土地 335,817,726     退職手当引当金 169,032,015

        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 73,363,033

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 205,494,122

        建物 7,277,906,146     １年内償還予定地方債等 132,407,219

        建物減価償却累計額 -4,566,213,324     未払金 6,348,284

        建物減損損失累計額 -     未払費用 4,513,346

        工作物 1,346,266,714     前受金 29,885

        工作物減価償却累計額 -1,076,700,061     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 30,219,965

        船舶 -     預り金 6,115,447

        船舶減価償却累計額 -     その他 25,859,976

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 1,893,874,459

        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 16,762,094,247

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -1,823,588,128

        航空機 -   他団体出資等分 22,781

        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 8,204,040

      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 1,026,593,451

      物品減価償却累計額 -536,073,503

      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 3,919,799,195

      投資及び出資金 7,323,000

        有価証券 -

        出資金 7,323,000

        その他 -

      長期延滞債権 1,909,598

      長期貸付金 56,502,500

      基金 3,854,084,881

        減債基金 -

        その他 3,854,084,881

      その他 50,248

      徴収不能引当金 -71,032

  流動資産 908,798,147

    現金預金 58,942,199

    未収金 1,771,457

    短期貸付金 6,465,000

    基金 832,024,035

      財政調整基金 588,998,956

      減債基金 243,025,079

    棚卸資産 2,325,799

    その他 7,269,657

    徴収不能引当金 -

  繰延資産 - 純資産合計 14,938,528,900

資産合計 16,832,403,359 負債及び純資産合計 16,832,403,359

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：連結会計 （単位：円）

    資産売却益 49,873

    その他 -

純行政コスト 2,300,890,230

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 49,873

  臨時損失 10,057,525

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 10,057,525

    使用料及び手数料 50,684,387

    その他 177,811,930

純経常行政コスト 2,290,882,578

      社会保障給付 493,566,982

      その他 2,070,843

  経常収益 228,496,317

        その他 24,448,562

    移転費用 682,920,036

      補助金等 187,282,211

      その他の業務費用 29,694,667

        支払利息 5,219,111

        徴収不能引当金繰入額 26,994

        維持補修費 130,751,051

        減価償却費 573,926,718

        その他 38,171,877

        その他 78,665,136

      物件費等 1,247,384,481

        物件費 504,534,835

        職員給与費 408,352,672

        賞与等引当金繰入額 30,219,965

        退職手当引当金繰入額 42,141,938

  経常費用 2,519,378,895

    業務費用 1,836,458,859

      人件費 559,379,711

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：連結会計 （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 15,597,703,622 17,049,876,498 -1,452,269,727 96,851

  純行政コスト（△） -2,300,890,230 -2,297,635,480 -3,254,750

  財源 1,649,727,022 1,646,381,343 3,345,679

    税収等 1,243,804,407 1,243,804,407 -

    国県等補助金 405,922,615 402,576,936 3,345,679

  本年度差額 -651,163,208 -651,254,137 90,929

  固定資産等の変動（内部変動） -287,055,896 287,055,896

    有形固定資産等の増加 463,092,171 -463,092,171

    有形固定資産等の減少 -587,892,937 587,892,937

    貸付金・基金等の増加 26,143,071 -26,143,071

    貸付金・基金等の減少 -188,398,201 188,398,201

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -13,992,989 -13,992,989

  他団体出資等分の増加 - -

  他団体出資等分の減少 164,999 -164,999

  比例連結割合変更に伴う差額 4,861,647 13,271,040 -8,409,393 -

  その他 1,119,828 -4,406 1,124,234

  本年度純資産変動額 -659,174,722 -287,782,251 -371,318,401 -74,070

本年度末純資産残高 14,938,528,900 16,762,094,247 -1,823,588,128 22,781

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：連結会計 （単位：円）

前年度末歳計外現金残高 4,080,174

本年度歳計外現金増減額 495,329

本年度末歳計外現金残高 4,575,503

本年度末現金預金残高 58,942,199

財務活動収支 248,509,996

本年度資金収支額 -39,234,431

前年度末資金残高 94,105,159

比例連結割合変更に伴う差額 -504,032

本年度末資金残高 54,366,696

    地方債等償還支出 115,527,302

    その他の支出 19,492,441

  財務活動収入 383,529,739

    地方債等発行収入 383,529,739

    その他の収入 -

    資産売却収入 -

    その他の収入 84,592

投資活動収支 -180,308,304

【財務活動収支】

  財務活動支出 135,019,743

    その他の支出 -

  投資活動収入 234,257,040

    国県等補助金収入 46,106,000

    基金取崩収入 180,738,112

    貸付金元金回収収入 7,328,336

  投資活動支出 414,565,344

    公共施設等整備費支出 388,767,802

    基金積立金支出 14,097,542

    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 3,647

業務活動収支 -107,436,123

【投資活動収支】

    税収等収入 1,240,406,121

    国県等補助金収入 359,829,931

    使用料及び手数料収入 50,556,098

    その他の収入 177,412,184

  臨時支出 -

    移転費用支出 717,595,184

      補助金等支出 187,290,224

      社会保障給付支出 493,566,982

      その他の支出 36,737,978

  業務収入 1,828,204,334

    業務費用支出 1,218,048,920

      人件費支出 517,482,480

      物件費等支出 674,399,934

      支払利息支出 5,219,111

      その他の支出 20,947,395

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 1,935,644,104


