
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 15,021,627               固定負債 2,081,571              
    有形固定資産 11,130,251                 地方債 1,982,725              
      事業用資産 4,236,165                  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 7,081,351                  その他 29,148                   
        建物減価償却累計額 △ 4,715,986            流動負債 218,552                 
        工作物 1,406,087                  １年内償還予定地方債 166,234                 
        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 6,501,978                  賞与等引当金 26,741                   
        土地 39,035                       預り金 727                        
        建物 62,015                       その他 24,851                   
        建物減価償却累計額 △ 43,195               負債合計 2,300,124              
        工作物 15,356,630             【純資産の部】
        工作物減価償却累計額 △ 8,924,796            固定資産等形成分 15,903,033             
        建設仮勘定 12,290                     余剰分（不足分） △ 2,276,290          
      物品 1,074,184              
      物品減価償却累計額 △ 682,077             
    無形固定資産 -                            
      ソフトウェア -                            
      その他 -                            
    投資その他の資産 3,891,376              
      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 711                        
      ⻑期貸付金 60,367                   
      基金 3,820,202              
        減債基金 -                            
        その他 3,820,202              
      その他 -                            
      徴収不能引当金 △ 27                      
  流動資産 905,239                 
    現金預金 22,235                   
    未収金 1,599                     
    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 13,626,743             
資産合計 15,926,866             負債及び純資産合計 15,926,866             

全体貸借対照表(BS)
令和3年3月31日現在



南相⽊村̲全体会計 （単位：千円）

金額
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 損失補償等引当金繰入額 △ 2,349                                             
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-                                                         
2,750,504                                           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

全体行政コスト計算書（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



南相⽊村̲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 14,387,974                     16,306,265                      △ 1,918,291                  
  純行政コスト（△） △ 2,750,504                  △ 2,750,504                  
  財源 1,989,117                       1,989,117                       
    税収等 1,222,533                       1,222,533                       
    国県等補助金 766,584                          766,584                          
  本年度差額 △ 761,387                     -                                      △ 761,387                     
  固定資産等の変動（内部変動） -                                     △ 403,389                      403,389                          
    有形固定資産等の増加 224,678                           △ 224,678                     
    有形固定資産等の減少 △ 602,009                      602,009                          
    貸付金・基金等の増加 50,550                             △ 50,550                       
    貸付金・基金等の減少 △ 76,609                        76,609                            
  資産評価差額 -                                     -                                      
  無償所管換等 156                                 156                                  
  その他 -                                     -                                      -                                     
  本年度純資産変動額 △ 761,231                     △ 403,233                      △ 357,999                     
本年度末純資産残高 13,626,743                     15,903,033                      △ 2,276,290                  

全体純資産変動計算書（NW）
自 令和2年4月1日
至 令和3年3月31日



南相⽊村̲全体会計 （単位：千円）

金額
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△ 183,636                                            
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6,903                                                    
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22,235                                                  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

全体資金収支計算書(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


