
南相木村_全体会計 （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 15,383,698                  固定負債 1,772,196                  

    有形固定資産 11,507,425                    地方債 1,655,654                  

      事業用資産 4,349,149                      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 7,074,751                      その他 53,329                      

        建物減価償却累計額 △ 4,571,249                流動負債 197,925                    

        工作物 1,352,676                      １年内償還予定地方債 139,611                    

        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 6,723,237                      賞与等引当金 27,695                      

        土地 36,178                          預り金 4,774                        

        建物 62,015                          その他 25,845                      

        建物減価償却累計額 △ 41,742                  負債合計 1,970,121                  

        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 16,306,265                

        その他 -                               余剰分（不足分） △ 1,918,291              

        その他減価償却累計額 -                             

        建設仮勘定 9,539                        

      物品 1,025,904                  

      物品減価償却累計額 △ 590,864                

    無形固定資産 -                             

      ソフトウェア -                             

      その他 -                             

    投資その他の資産 3,876,272                  

      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 1,601                        

      長期貸付金 59,554                      

      基金 3,807,394                  

        減債基金 -                             

        その他 3,807,394                  

      その他 -                             

      徴収不能引当金 △ 51                       

  流動資産 974,397                    

    現金預金 49,791                      

    未収金 2,038                        

    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 14,387,974                

資産合計 16,358,095                負債及び純資産合計 16,358,095                

全体貸借対照表(BS)

令和2年3月31日現在



南相木村_全体会計 （単位：千円）

金額

2,180,832                                    

1,514,788                                    

373,940                                      

300,296                                      

27,695                                        

△ 26,669                                    

72,618                                        

1,120,459                                    

427,222                                      

95,027                                        

598,210                                      

-                                               

20,389                                        

4,403                                          

△ 19                                         

16,006                                        

666,044                                      

335,460                                      

329,290                                      

-                                               

1,295                                          

88,597                                        

44,887                                        

43,709                                        

2,092,236                                    

89,427                                        

87,895                                        

1,664                                          

△ 133                                        

-                                               

13,925                                        

13,925                                        

-                                               

2,167,738                                    

    業務費用

全体行政コスト計算書（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_全体会計 （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 14,733,992                 16,491,703                  △ 1,757,711               

  純行政コスト（△） △ 2,167,738               △ 2,167,738               

  財源 1,820,096                   1,820,096                   

    税収等 1,483,887                   1,483,887                   

    国県等補助金 336,209                     336,209                     

  本年度差額 △ 347,642                 -                               △ 347,642                 

  固定資産等の変動（内部変動） -                              △ 187,062                  187,062                     

    有形固定資産等の増加 295,624                      △ 295,624                 

    有形固定資産等の減少 △ 599,874                  599,874                     

    貸付金・基金等の増加 145,302                      △ 145,302                 

    貸付金・基金等の減少 △ 28,113                   28,113                       

  資産評価差額 -                              -                               

  無償所管換等 1,624                         1,624                         

  その他 0                              0                               -                              

  本年度純資産変動額 △ 346,018                 △ 185,438                  △ 160,580                 

本年度末純資産残高 14,387,974                 16,306,265                  △ 1,918,291               

全体純資産変動計算書（NW）
自平成31年4月1日

至令和2年3月31日



南相木村_全体会計 （単位：千円）

金額

1,608,958                                   

942,913                                      

400,256                                      

527,015                                      

4,403                                         

11,239                                       

666,044                                      

335,460                                      

329,290                                      

-                                              

1,295                                         

1,859,154                                   

1,483,982                                   

286,647                                      

44,958                                       

43,568                                       

87,895                                       

87,895                                       

-                                              

15,956                                       

15,956                                       

178,258                                      

434,170                                      

288,917                                      

134,813                                      

-                                              

10,440                                       

-                                              

75,418                                       

33,606                                       

20,661                                       

7,226                                         

13,925                                       

-                                              

△ 358,752                                 

158,409                                      

131,692                                      

26,717                                       

351,717                                      

351,717                                      

-                                              

193,308                                      

12,814                                       

32,204                                       

45,018                                       

4,430                                         

344                                           

4,774                                         

49,791                                       

    移転費用支出

全体資金収支計算書(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


