
南相木村 連結会計 （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 15,630,703                  固定負債 1,845,767                  

    有形固定資産 11,695,325                    地方債等 1,657,572                  

      事業用資産 4,531,739                      長期未払金 -                             

        土地 342,852                        退職手当引当金 134,864                    

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

        建物 7,392,443                      その他 53,330                      

        建物減価償却累計額 △ 4,727,205                流動負債 210,009                    

        工作物 1,364,897                      １年内償還予定地方債等 139,987                    

        工作物減価償却累計額 △ 1,108,527                  未払金 3,876                        

        その他 408                              未払費用 3,553                        

        その他減価償却累計額 △ 48                           前受金 51                            

        建設仮勘定 22,673                          前受収益 -                             

      インフラ資産 6,723,237                      賞与等引当金 30,502                      

        土地 36,178                          預り金 6,167                        

        建物 62,015                          その他 25,873                      

        建物減価償却累計額 △ 41,742                  負債合計 2,055,776                  

        工作物 15,281,901                【純資産の部】

        工作物減価償却累計額 △ 8,624,654                固定資産等形成分 16,565,887                

        建設仮勘定 9,539                          余剰分（不足分） △ 1,983,236              

      物品 1,063,542                    他団体出資等分 32                            

      物品減価償却累計額 △ 623,193                

    無形固定資産 -                             

      ソフトウェア -                             

      その他 -                             

    投資その他の資産 3,935,378                  

      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 1,606                        

      長期貸付金 59,554                      

      基金 3,866,898                  

        減債基金 -                             

        その他 3,866,898                  

      その他 49                            

      徴収不能引当金 △ 51                       

  流動資産 1,007,755                  

    現金預金 63,005                      

    未収金 2,098                        

    短期貸付金 6,597                        

    基金 928,586                    

      財政調整基金 685,454                    

      減債基金 243,133                    

    棚卸資産 2,894                        

    その他 4,575                        

    徴収不能引当金 -                             

  繰延資産 -                             純資産合計 14,582,683                

資産合計 16,638,459                負債及び純資産合計 16,638,459                

（令和2年3月31日現在）

連結貸借対照表(BS)



南相木村 連結会計 （単位：千円）

金額

2,430,285                                  

1,739,235                                  

502,542                                    

387,975                                    

30,793                                      

3,546                                       

80,227                                      

1,211,771                                  

476,467                                    

96,005                                      

607,414                                    

31,886                                      

24,922                                      

4,426                                       

△ 19                                       

20,516                                      

691,050                                    

222,965                                    

466,497                                    

-                                             

1,589                                       

208,020                                    

52,718                                      

155,303                                    

2,222,265                                  

90,121                                      

87,895                                      

2,225                                       

-

-                                             

13,954                                      

13,954                                      

-                                             

2,298,432                                  

    業務費用

連結行政コスト計算書（PL）
自　平成31年4月1日
至　令和2年3月31日

科目名

  経常費用

        支払利息

      人件費

        職員給与費

        賞与等引当金繰入額

        退職手当引当金繰入額

        その他

      物件費等

        物件費

        維持補修費

        減価償却費

        その他

      その他の業務費用

  臨時損失

        徴収不能引当金繰入額

        その他

    移転費用

      補助金等

      社会保障給付

      他会計への繰出金

      その他

  経常収益

    使用料及び手数料

    その他

純経常行政コスト

    その他

純行政コスト

    災害復旧事業費

    資産除売却損

    損失補償等引当金繰入額

    その他

  臨時利益

    資産売却益



南相木村 連結会計 （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 15,289,974                 17,111,733                 △ 1,821,782               23                            

  純行政コスト（△） △ 2,298,432               △ 2,294,994               △ 3,437                    

  財源 1,953,774                   1,950,328                   3,447                        

    税収等 1,556,799                   1,556,799                   -                              

    国県等補助金 396,976                     393,529                     3,447                        

  本年度差額 △ 344,657                 -                              △ 344,667                 9                              

  固定資産等の変動（内部変動） △ 182,413                 182,413                     

    有形固定資産等の増加 309,977                     △ 309,977                 

    有形固定資産等の減少 △ 609,798                 609,798                     

    貸付金・基金等の増加 148,945                     △ 148,945                 

    貸付金・基金等の減少 △ 31,537                   31,537                       

  資産評価差額 -                              -                              

  無償所管換等 1,624                        1,624                        

  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 △ 364,249                 △ 364,982                 733                           

  その他 △ 9                          △ 76                        67                            

  本年度純資産変動額 △ 707,291                 △ 545,846                 △ 161,455                 9                              

本年度末純資産残高 14,582,683                 16,565,887                 △ 1,983,236               32                            

連結純資産変動計算書（NW）
自　平成31年4月1日
至　令和2年3月31日



南相木村 連結会計 （単位：千円）

金額

1,857,106                                    

1,133,228                                    

498,833                                      

614,322                                      

4,426                                         

15,647                                        

723,877                                      

222,968                                      

466,497                                      

-                                               

34,412                                        

2,113,524                                    

1,552,758                                    

346,460                                      

52,788                                        

161,518                                      

87,895                                        

87,895                                        

-                                               

15,956                                        

15,956                                        

184,479                                      

452,210                                      

303,181                                      

138,589                                      

-                                               

10,440                                        

-                                               

80,869                                        

34,560                                        

25,051                                        

7,226                                         

13,945                                        

87                                             

△ 371,341                                  

159,094                                      

132,377                                      

26,717                                        

351,717                                      

351,717                                      

-                                               

192,623                                      

5,761                                         

54,367                                        

比例連結割合変更に伴う差額 △ 1,969                                     

58,159                                        

4,576                                         

280                                           

比例連結割合変更に伴う差額 △ 10                                         

4,846                                         

63,005                                        

  業務支出

連結資金収支計算書(CF)
自　平成31年4月1日
至　令和2年3月31日

科目名

【業務活動収支】

    税収等収入

    業務費用支出

      人件費支出

      物件費等支出

      支払利息支出

      その他の支出

    移転費用支出

      補助金等支出

      社会保障給付支出

      他会計への繰出支出

      その他の支出

  業務収入

    基金積立金支出

    国県等補助金収入

    使用料及び手数料収入

    その他の収入

  臨時支出

    災害復旧事業費支出

    その他の支出

    国県等補助金収入

業務活動収支

【投資活動収支】

  投資活動支出

    公共施設等整備費支出

    その他の収入

投資活動収支

【財務活動収支】

  財務活動支出

    投資及び出資金支出

    貸付金支出

    その他の支出

  投資活動収入

    国県等補助金収入

    基金取崩収入

本年度末現金預金残高

  臨時収入

本年度資金収支額

前年度末資金残高

本年度末資金残高

前年度末歳計外現金残高

本年度歳計外現金増減額

本年度末歳計外現金残高

    地方債等償還支出

    その他の支出

  財務活動収入

    地方債等発行収入

    その他の収入

財務活動収支

    貸付金元金回収収入

    資産売却収入


