
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 15,278,368               固定負債 2,156,412              
    有形固定資産 11,324,058                 地方債 1,984,232              
      事業用資産 4,422,923                  ⻑期未払金 -                            
        土地 344,224                     退職手当引当金 143,032                 
        立⽊竹 1,244,246                  損失補償等引当金 -                            
        建物 7,419,473                  その他 29,148                   
        建物減価償却累計額 △ 4,887,549            流動負債 237,592                 
        工作物 1,417,968                  １年内償還予定地方債 166,763                 
        工作物減価償却累計額 △ 1,138,859              未払金 4,296                     
        その他 408                            未払費用 -                            
        その他減価償却累計額 △ 72                          前受金 86                          
        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 30,130                   
        土地 39,035                       預り金 1,918                     
        建物 62,015                       その他 34,398                   
        建物減価償却累計額 △ 43,195               負債合計 2,394,004              
        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 16,171,353             
        建設仮勘定 12,290                     余剰分（不足分） △ 2,334,337          
      物品 1,110,119                他団体出資等分 150                        
      物品減価償却累計額 △ 710,961             
    無形固定資産 -                            
      ソフトウェア -                            
      その他 -                            
    投資その他の資産 3,954,310              
      投資及び出資金 7,323                     
        有価証券 -                            
        出資金 7,323                     
        その他 -                            
      投資損失引当金 -                            
      ⻑期延滞債権 718                        
      ⻑期貸付金 60,367                   
      基金 3,885,881              
        減債基金 -                            
        その他 3,885,881              
      その他 49                          
      徴収不能引当金 △ 27                      
  流動資産 952,802                 
    現金預金 49,810                   
    未収金 2,560                     
    短期貸付金 7,305                     
    基金 885,680                 
      財政調整基金 642,459                 
      減債基金 243,221                 
    棚卸資産 2,697                     
    その他 4,750                     
    徴収不能引当金 -                            
    繰延資産 -                            純資産合計 13,837,166             
資産合計 16,231,170             負債及び純資産合計 16,231,170             

連結貸借対照表(BS)
令和3年3月31日現在



南相⽊村̲連結会計 （単位：千円）

金額

2,587,970                                           
1,743,410                                           

524,042                                              
357,463                                              
30,255                                                
38,228                                                
98,097                                                

1,145,438                                           
443,318                                              
65,199                                                

611,208                                              
25,713                                                
73,930                                                
3,778                                                  
△ 24                                                  

70,176                                                
844,560                                              
334,309                                              
509,335                                              

-                                                         
916                                                     

101,821                                              
51,016                                                
50,805                                                

2,486,149                                           
466,558                                              
465,524                                              

1,027                                                  
 損失補償等引当金繰入額 -                                                         

7                                                         
2,427                                                  
2,427                                                  

-                                                         
2,950,280                                           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

連結行政コスト計算書（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



南相⽊村̲連結会計 （単位：千円）

科目名 金額 固定資産等形成分 余剰分(不足分) 他団体出資等分
前年度末純資産残高 14,582,683                  16,565,887                  △ 1,983,236                32                           
  純行政コスト（△） △ 2,950,280                △ 2,946,063                △ 4,216                  
  財源 2,192,753                    2,188,419                    4,334                       
    税収等 1,351,162                    1,346,828                    4,334                       
    国県等補助金 841,591                       841,591                       -                              
  本年度差額 △ 757,527                  -                                  △ 757,645                  117                         
  固定資産等の変動（内部変動） -                                  △ 405,836                  405,836                       -                              
    有形固定資産等の増加 231,587                       △ 231,587                  
    有形固定資産等の減少 △ 612,750                  612,750                       
    貸付金・基金等の増加 55,265                         △ 55,265                    
    貸付金・基金等の減少 △ 79,938                    79,938                         
  資産評価差額 -                                  -                                  
  無償所管換等 156                              156                              
 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 11,870                         11,423                         447                              
  その他 △ 16                           △ 276                         260                              
  本年度純資産変動額 △ 745,517                  △ 394,533                  △ 351,101                  117                         
本年度末純資産残高 13,837,166                  16,171,353                  △ 2,334,337                150                         

連結純資産変動計算書（NW）
自 令和2年4月1日
至 令和3年3月31日



南相⽊村̲連結会計 （単位：千円）

金額

1,962,566                                             
1,088,412                                             

486,535                                                
534,307                                                

3,778                                                    
63,792                                                  

874,154                                                
334,313                                                
509,335                                                

-                                                           
30,506                                                  

2,004,932                                             
1,349,073                                             

552,477                                                
51,093                                                  
52,288                                                  

465,524                                                
465,524                                                

-                                                           
263,393                                                

△ 159,765                                            

286,809                                                
231,557                                                
46,972                                                  

-                                                           
8,280                                                    

-                                                           
108,019                                                
25,721                                                  
72,300                                                  
6,903                                                    
3,015                                                    

80                                                         
△ 178,790                                            

164,970                                                
139,794                                                
25,176                                                  

493,094                                                
493,094                                                

-                                                           
328,124                                                

△ 10,431                                              
58,159                                                  
1,344                                                    

49,072                                                  

4,846                                                    
△ 4,107                                                

△ 1                                                      
738                                                       

比例連結割合変更に伴う差額
本年度末歳計外現金残高

本年度資金収支額
前年度末資金残高
比例連結割合変更に伴う差額
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

    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

連結資金収支計算書(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


