
北相木村 【様式第1号】

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 12,672,540                   固定負債 1,515,649                   

    有形固定資産 10,758,559                     地方債 1,380,477                   

      事業用資産 4,174,878                       長期未払金 -

        土地 273,068                         退職手当引当金 135,172                     

        立木竹 1,677,645                       損失補償等引当金 -

        建物 5,597,144                       その他 -

        建物減価償却累計額 -3,463,650                   流動負債 186,512                     

        工作物 534,051                         １年内償還予定地方債 167,632                     

        工作物減価償却累計額 -472,328                        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 18,879                       

        航空機 -     預り金 -

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 1,702,160                   

        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 13,532,634                 

      インフラ資産 6,490,668                     余剰分（不足分） -1,563,385                 

        土地 10,449                       

        建物 732,623                     

        建物減価償却累計額 -626,513                    

        工作物 11,818,407                 

        工作物減価償却累計額 -5,450,302                 

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 6,003                         

      物品 718,153                     

      物品減価償却累計額 -625,140                    

    無形固定資産 -

      ソフトウェア -

      その他 -

    投資その他の資産 1,913,981                   

      投資及び出資金 4,319                         

        有価証券 -

        出資金 4,319                         

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 1,140                         

      長期貸付金 -

      基金 1,901,558                   

        減債基金 -

        その他 1,901,558                   

      その他 7,000                         

      徴収不能引当金 -36                           

  流動資産 998,869                     

    現金預金 137,266                     

    未収金 1,509                         

    短期貸付金 -

    基金 860,094                     

      財政調整基金 812,171                     

      減債基金 47,923                       

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 - 純資産合計 11,969,249                 

資産合計 13,671,410                 負債及び純資産合計 13,671,410                 

貸借対照表
（平成29年3月31日現在）



北相木村 【様式第2号】

一般会計等 （単位：千円）

    その他 -

純行政コスト 1,291,883                                 

    その他 -

  臨時利益 -

    資産売却益 -

    資産除売却損 2,484                                       

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

純経常行政コスト 1,289,399                                 

  臨時損失 2,484                                       

    災害復旧事業費 -

  経常収益 107,474                                    

    使用料及び手数料 26,874                                      

    その他 80,600                                      

      社会保障給付 53,658                                      

      他会計への繰出金 70,887                                      

      その他 983                                          

        その他 6,103                                       

    移転費用 316,535                                    

      補助金等 191,007                                    

      その他の業務費用 18,501                                      

        支払利息 12,429                                      

        徴収不能引当金繰入額 -31                                          

        維持補修費 36,294                                      

        減価償却費 422,361                                    

        その他 641                                          

        その他 23,733                                      

      物件費等 782,635                                    

        物件費 323,338                                    

        職員給与費 241,331                                    

        賞与等引当金繰入額 18,879                                      

        退職手当引当金繰入額 -4,741                                      

  経常費用 1,396,873                                 

    業務費用 1,080,339                                 

      人件費 279,203                                    

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】

一般会計等 （単位：千円）

科目名 合計 固定資産等形成分 余剰分(不足分)

前年度末純資産残高 12,164,475                 13,881,835                 -1,717,360                 

  純行政コスト（△） -1,291,883                 -1,291,883                 

  財源 1,087,808                   1,087,808                   

    税収等 974,546                     974,546                     

    国県等補助金 113,262                     113,262                     

  本年度差額 -204,075                   -204,075                   

  固定資産等の変動（内部変動） -358,050                   358,050                     

    有形固定資産等の増加 128,314                     -128,314                   

    有形固定資産等の減少 -424,845                   424,845                     

    貸付金・基金等の増加 11,253                       -11,253                     

    貸付金・基金等の減少 -72,772                     72,772                       

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 8,849                        8,849                        

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -195,225                   -349,201                   153,975                     

本年度末純資産残高 11,969,249                 13,532,634                 -1,563,385                 

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】

一般会計等 （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 -

本年度末歳計外現金残高 -

本年度末現金預金残高 137,266                                  

    その他の収入 -

財務活動収支 -78,478                                  

本年度資金収支額 71,903                                    

前年度末資金残高 65,364                                    

本年度末資金残高 137,266                                  

  財務活動支出 174,178                                  

    地方債償還支出 174,178                                  

    その他の支出 -

  財務活動収入 95,700                                    

    地方債発行収入 95,700                                    

    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 -66,886                                  

【財務活動収支】

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 72,681                                    

    国県等補助金収入 -

    基金取崩収入 72,681                                    

【投資活動収支】

  投資活動支出 139,567                                  

    公共施設等整備費支出 128,314                                  

    基金積立金支出 11,253                                    

    投資及び出資金支出 -

  臨時支出 -

    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 217,266                                  

  業務収入 1,194,598                                

    税収等収入 973,494                                  

    国県等補助金収入 113,262                                  

    使用料及び手数料収入 27,243                                    

    その他の収入 80,600                                    

    移転費用支出 316,535                                  

      補助金等支出 191,007                                  

      社会保障給付支出 53,658                                    

      他会計への繰出支出 70,887                                    

      その他の支出 983                                        

    業務費用支出 660,797                                  

      人件費支出 281,992                                  

      物件費等支出 364,371                                  

      支払利息支出 12,429                                    

      その他の支出 2,005                                      

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 977,332                                  


