
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 14,731,442               固定負債 2,071,494              
    有形固定資産 10,920,848                 地方債 1,971,978              
      事業用資産 4,232,992                  ⻑期未払金 -                            
        土地 329,556                     退職手当引当金 69,698                   
        立⽊竹 1,244,246                  損失補償等引当金 -                            
        建物 7,031,897                  その他 29,818                   
        建物減価償却累計額 △ 4,669,705            流動負債 208,726                 
        工作物 1,406,087                  １年内償還予定地方債 160,431                 
        工作物減価償却累計額 △ 1,132,508              未払金 -                            
        その他 408                            未払費用 -                            
        その他減価償却累計額 △ 72                          前受金 -                            
        建設仮勘定 23,083                       前受収益 -                            
      インフラ資産 6,301,517                  賞与等引当金 24,056                   
        土地 35,770                       預り金 727                        
        建物 53,139                       その他 23,511                   
        建物減価償却累計額 △ 37,643               負債合計 2,280,219              
        工作物 14,449,740             【純資産の部】
        工作物減価償却累計額 △ 8,211,779            固定資産等形成分 15,612,847             
        建設仮勘定 12,290                     余剰分（不足分） △ 2,265,606          
      物品 1,024,870              
      物品減価償却累計額 △ 638,531             
    無形固定資産 -                            
      ソフトウェア -                            
      その他 -                            
    投資その他の資産 3,810,593              
      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 -                            
      ⻑期延滞債権 338                        
      ⻑期貸付金 60,367                   
      基金 3,739,793              
        減債基金 -                            
        その他 3,739,793              
      その他 -                            
      徴収不能引当金 △ 27                      
  流動資産 896,019                 
    現金預金 13,895                   
    未収金 718                        
    短期貸付金 7,305                     
    基金 874,101                 
      財政調整基金 630,880                 
      減債基金 243,221                 
    棚卸資産 -                            
    その他 -                            
    徴収不能引当金 -                            純資産合計 13,347,242             
資産合計 15,627,461             負債及び純資産合計 15,627,461             

貸借対照表(BS)
令和3年3月31日現在



南相⽊村̲⼀般会計等 （単位：千円）

金額

2,006,934                                           
1,430,521                                           
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24,056                                                
6,485                                                  

45,753                                                
1,057,480                                           

421,560                                              
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578,708                                              
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9,031                                                  
3,064                                                  
△ 12                                                  
5,979                                                  

576,412                                              
423,340                                              
59,118                                                
93,485                                                

470                                                     
67,711                                                
34,988                                                
32,723                                                

1,939,223                                           
464,141                                              
465,524                                              

966                                                     
 損失補償等引当金繰入額 △ 2,349                                             

-                                                         
2,397                                                  
2,397                                                  

-                                                         
2,400,967                                           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
    資産売却益
    その他

      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
  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

        物件費
        維持補修費
        減価償却費
        その他
      その他の業務費用
        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

行政コスト計算書（PL）
自 令和2年4月1日
至 令和3年3月31日

科目名
  経常費用
    業務費用



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 14,082,416                     15,986,597                      △ 1,904,181                  
  純行政コスト（△） △ 2,400,967                  △ 2,400,967                  
  財源 1,670,395                       1,670,395                       
    税収等 1,101,111                       1,101,111                       
    国県等補助金 569,285                          569,285                          
  本年度差額 △ 730,572                     -                                      △ 730,572                     
  固定資産等の変動（内部変動） -                                     △ 369,147                      369,147                          
    有形固定資産等の増加 221,994                           △ 221,994                     
    有形固定資産等の減少 △ 580,156                      580,156                          
    貸付金・基金等の増加 44,518                             △ 44,518                       
    貸付金・基金等の減少 △ 55,503                        55,503                            
  資産評価差額 -                                     -                                      
  無償所管換等 △ 4,602                         △ 4,602                          
  その他 -                                     -                                      -                                     
  本年度純資産変動額 △ 735,174                     △ 373,749                      △ 361,425                     
本年度末純資産残高 13,347,242                     15,612,847                      △ 2,265,606                  

純資産変動計算書（NW）
自 令和2年4月1日
至 令和3年3月31日



南相⽊村̲⼀般会計等 （単位：千円）

金額

1,423,270                                               
846,858                                                  
359,043                                                  
478,772                                                  
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5,979                                                      

576,412                                                  
423,340                                                  
59,118                                                    
93,485                                                    
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1,449,496                                               
1,101,410                                               

280,171                                                  
35,050                                                    
32,864                                                    

465,524                                                  
465,524                                                  

-                                                             
263,393                                                  

△ 175,905                                             

264,151                                                  
221,994                                                  
33,877                                                    

-                                                             
8,280                                                      

-                                                             
84,104                                                    
25,721                                                    
48,600                                                    
6,903                                                      
2,880                                                      

-                                                             
△ 180,047                                             

158,378                                                  
133,808                                                  
24,570                                                    

493,094                                                  
493,094                                                  

-                                                             
334,716                                                  

△ 21,237                                               
34,405                                                    
13,169                                                    

4,774                                                      
△ 4,047                                                 

727                                                         
13,895                                                    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

    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
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

    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

  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

    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

      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

    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

資金収支計算書(CF)
自 令和2年4月1日
至 令和3年3月31日

科目名
【業務活動収支】
  業務支出


