
北相木村 【様式第1号】

（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 13,825,658  固定負債 1,614,091

    有形固定資産 11,800,567    地方債等 1,428,376

      事業用資産 4,484,915    長期未払金 -

        土地 285,391    退職手当引当金 151,458

        立木竹 1,677,645    損失補償等引当金 -

        建物 6,166,798    その他 34,257

        建物減価償却累計額 -3,742,050  流動負債 199,360

        工作物 542,841    １年内償還予定地方債等 173,774

        工作物減価償却累計額 -474,659    未払金 -

        船舶 -    未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -    前受金 -

        浮標等 -    前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -    賞与等引当金 25,537

        航空機 -    預り金 25

        航空機減価償却累計額 -    その他 25

        その他 -負債合計 1,813,452

        その他減価償却累計額 -【純資産の部】

        建設仮勘定 28,949  固定資産等形成分 14,701,562

      インフラ資産 7,178,938  余剰分（不足分） -1,648,488

        土地 11,752  他団体出資等分 -50

        建物 769,339

        建物減価償却累計額 -645,245

        工作物 13,269,391

        工作物減価償却累計額 -6,232,301

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 6,003

      物品 833,669

      物品減価償却累計額 -696,955

    無形固定資産 -

      ソフトウェア -

      その他 -

    投資その他の資産 2,025,091

      投資及び出資金 4,319

        有価証券 -

        出資金 4,319

        その他 -

      長期延滞債権 1,775

      長期貸付金 92

      基金 2,011,928

        減債基金 -

        その他 2,011,928

      その他 7,013

      徴収不能引当金 -36

  流動資産 1,040,818

    現金預金 160,471

    未収金 2,043

    短期貸付金 -

    基金 875,904

      財政調整基金 827,956

      減債基金 47,948

    棚卸資産 -

    その他 2,401

    徴収不能引当金 -1

  繰延資産 -純資産合計 13,053,024

資産合計 14,866,476負債及び純資産合計 14,866,476

連結貸借対照表
（平成29年3月31日現在）



北相木村 【様式第2号】

（単位：千円）

    資産売却益 -

    その他 -

純行政コスト 1,682,444

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 -

  臨時損失 2,484

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 2,484

    使用料及び手数料 46,719

    その他 117,659

純経常行政コスト 1,679,960

      社会保障給付 396,241

      その他 1,071

  経常収益 164,379

        その他 6,964

    移転費用 536,255

      補助金等 138,943

      その他の業務費用 19,907

        支払利息 12,978

        徴収不能引当金繰入額 -35

        維持補修費 37,673

        減価償却費 474,403

        その他 676

        その他 25,464

      物件費等 884,346

        物件費 371,593

        職員給与費 332,201

        賞与等引当金繰入額 25,537

        退職手当引当金繰入額 20,629

  経常費用 1,844,339

    業務費用 1,308,083

      人件費 403,831

連結行政コスト計算書
自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日

科目名 金額



北相木村 【様式第3号】

（単位：千円）

科目名 合計 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 13,271,844 15,083,853 -1,812,010 -

  純行政コスト（△） -1,682,444 -1,682,444 -

  財源 1,454,775 1,454,825 -50

    税収等 1,180,931 1,180,981 -50

    国県等補助金 273,843 273,843 -

  本年度差額 -227,670 -227,620 -50

  固定資産等の変動（内部変動） -391,145 391,145

    有形固定資産等の増加 133,274 -133,274

    有形固定資産等の減少 -476,886 476,886

    貸付金・基金等の増加 34,463 -34,463

    貸付金・基金等の減少 -81,996 81,996

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 8,849 8,849

  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 1 8 -7 -

  その他 0 -4 4

  本年度純資産変動額 -218,819 -382,291 163,522 -50

本年度末純資産残高 13,053,024 14,701,562 -1,648,488 -50

連結純資産変動計算書
自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日



北相木村 【様式第4号】

（単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 -

本年度歳計外現金増減額 25

本年度末歳計外現金残高 25

本年度末現金預金残高 160,471

財務活動収支 -81,070

本年度資金収支額 81,565

前年度末資金残高 78,881

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 160,446

    地方債等償還支出 176,829

    その他の支出 -

  財務活動収入 95,759

    地方債等発行収入 95,759

    その他の収入 -

    資産売却収入 -

    その他の収入 1

投資活動収支 -86,286

【財務活動収支】

  財務活動支出 176,829

    その他の支出 1

  投資活動収入 81,520

    国県等補助金収入 -

    基金取崩収入 81,519

    貸付金元金回収収入 -

  投資活動支出 167,806

    公共施設等整備費支出 133,343

    基金積立金支出 34,462

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 248,921

【投資活動収支】

    税収等収入 1,178,254

    国県等補助金収入 273,843

    使用料及び手数料収入 47,089

    その他の収入 120,009

  臨時支出 -

    移転費用支出 559,579

      補助金等支出 138,945

      社会保障給付支出 396,241

      その他の支出 24,393

  業務収入 1,619,195

    業務費用支出 810,695

      人件費支出 380,837

      物件費等支出 414,269

      支払利息支出 12,978

      その他の支出 2,611

連結資金収支計算書
自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 1,370,274


