
南相木村_一般会計等 （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 15,064,029                  固定負債 1,755,857                  

    有形固定資産 11,283,612                    地方債 1,639,315                  

      事業用資産 4,344,690                      長期未払金 -                             

        土地 328,335                        退職手当引当金 63,213                      

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

        建物 7,025,297                      その他 53,329                      

        建物減価償却累計額 △ 4,526,254                流動負債 188,725                    

        工作物 1,352,676                      １年内償還予定地方債 133,808                    

        工作物減価償却累計額 △ 1,102,643                  未払金 -                             

        その他 408                              未払費用 -                             

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

        建設仮勘定 22,673                          前受収益 -                             

      インフラ資産 6,512,787                      賞与等引当金 25,573                      

        土地 34,915                          預り金 4,774                        

        建物 53,139                          その他 24,570                      

        建物減価償却累計額 △ 36,481                  負債合計 1,944,582                  

        工作物 14,380,451                【純資産の部】

        工作物減価償却累計額 △ 7,928,777                固定資産等形成分 15,986,597                

        その他 -                               余剰分（不足分） △ 1,904,181              

        その他減価償却累計額 -                             

        建設仮勘定 9,539                        

      物品 976,589                    

      物品減価償却累計額 △ 550,454                

    無形固定資産 -                             

      ソフトウェア -                             

      その他 -                             

    投資その他の資産 3,780,417                  

      投資及び出資金 10,123                      

        有価証券 2,800                        

        出資金 7,323                        

        その他 -                             

      投資損失引当金 △ 2,349                   

      長期延滞債権 482                          

      長期貸付金 59,554                      

      基金 3,712,646                  

        減債基金 -                             

        その他 3,712,646                  

      その他 -                             

      徴収不能引当金 △ 39                       

  流動資産 962,969                    

    現金預金 39,179                      

    未収金 1,222                        

    短期貸付金 6,597                        

    基金 915,971                    

      財政調整基金 672,839                    

      減債基金 243,131                    

    棚卸資産 -                             

    その他 -                             

    徴収不能引当金 -                             純資産合計 14,082,416                

資産合計 16,026,998                負債及び純資産合計 16,026,998                

貸借対照表(BS)

令和2年3月31日現在



南相木村_一般会計等 （単位：千円）

金額

1,833,175                                    

1,416,965                                    

348,475                                      

279,201                                      

25,573                                        

△ 26,669                                    

70,370                                        

1,049,141                                    

381,491                                      

93,466                                        

574,185                                      

-                                               

19,348                                        

3,495                                          

△ 21                                         

15,874                                        

416,210                                      

261,881                                      

60,952                                        

92,316                                        

1,061                                          

68,610                                        

34,401                                        

34,209                                        

1,764,565                                    

89,427                                        

87,895                                        

1,664                                          

△ 133                                        

-                                               

13,925                                        

13,925                                        

-                                               

1,840,067                                    

    業務費用

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

    資産売却益

    その他

純行政コスト

    災害復旧事業費

    資産除売却損

    その他

  臨時利益

　　投資損失等引当金繰入額



南相木村_一般会計等 （単位：千円）

科目名 金額 固定資産等形成分 余剰分(不足分)

前年度末純資産残高 14,423,746                 16,156,097                  △ 1,732,350               

  純行政コスト（△） △ 1,840,067               △ 1,840,067               

  財源 1,511,641                   1,511,641                   

    税収等 1,358,558                   1,358,558                   

    国県等補助金 153,083                     153,083                     

  本年度差額 △ 328,426                 -                               △ 328,426                 

  固定資産等の変動（内部変動） -                              △ 156,595                  156,595                     

    有形固定資産等の増加 293,717                      △ 293,717                 

    有形固定資産等の減少 △ 575,849                  575,849                     

    貸付金・基金等の増加 139,738                      △ 139,738                 

    貸付金・基金等の減少 △ 14,202                   14,202                       

  資産評価差額 -                              -                               

  無償所管換等 △ 12,905                   △ 12,905                   

  その他 0                              0                               -                              

  本年度純資産変動額 △ 341,331                 △ 169,500                  △ 171,831                 

本年度末純資産残高 14,082,416                 15,986,597                  △ 1,904,181               

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_一般会計等 （単位：千円）

金額

1,285,445                                   

869,234                                      

374,909                                      

479,593                                      

3,495                                         

11,238                                       

416,210                                      

261,881                                      

60,952                                       

92,316                                       

1,061                                         

1,530,568                                   

1,358,514                                   

103,521                                      

34,465                                       

34,068                                       

87,895                                       

87,895                                       

-                                              

15,956                                       

15,956                                       

173,185                                      

426,749                                      

287,010                                      

129,298                                      

-                                              

10,440                                       

-                                              

61,662                                       

33,606                                       

6,906                                         

7,226                                         

13,925                                       

-                                              

△ 365,086                                 

150,023                                      

126,304                                      

23,719                                       

351,717                                      

351,717                                      

-                                              

201,694                                      

9,792                                         

24,613                                       

34,405                                       

4,430                                         

344                                           

4,774                                         

39,179                                       

    移転費用支出

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】

  業務支出

    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

    その他の支出

      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

    税収等収入

    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

    基金取崩収入

  臨時収入

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

    基金積立金支出

    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

    国県等補助金収入

財務活動収支

    貸付金元金回収収入

    資産売却収入

    その他の収入

投資活動収支

【財務活動収支】

  財務活動支出

    地方債償還支出

    その他の支出

  財務活動収入

    地方債発行収入

    その他の収入

本年度末現金預金残高

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


