
【様式第１号】

貸借対照表
（令和 2年 3月31日現在）

（単位：千円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 9,161,646 固定負債 2,901,269 

有形固定資産 8,207,131 地方債 2,469,924 
事業用資産 6,029,761 長期未払金 - 

土地 1,246,367 退職手当引当金 431,345 
立木竹 1,211,411 損失補償等引当金 - 
建物 7,494,683 その他 - 
建物減価償却累計額 △ 4,094,432 流動負債 251,726 
工作物 1,259,514 １年内償還予定地方債 236,069 
工作物減価償却累計額 △ 1,087,771 未払金 5 
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 15,651 
航空機 - 預り金 - 
航空機減価償却累計額 - その他 - 
その他 - 3,152,995 
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 - 固定資産等形成分 9,900,653 

インフラ資産 2,096,536 余剰分（不足分） △ 2,963,564 
土地 7,368 
建物 4,005,338 
建物減価償却累計額 △ 4,002,027 
工作物 4,284,009 
工作物減価償却累計額 △ 2,198,152 
その他 - 
その他減価償却累計額 - 
建設仮勘定 - 

物品 572,616 
物品減価償却累計額 △ 491,783 

無形固定資産 2,244 
ソフトウェア 2,244 
その他 - 

投資その他の資産 952,271 
投資及び出資金 46,911 

有価証券 - 
出資金 46,911 
その他 - 

投資損失引当金 - 
長期延滞債権 165 
長期貸付金 12,276 
基金 892,919 

減債基金 - 
その他 892,919 

その他 - 
徴収不能引当金 - 

流動資産 928,438 
現金預金 154,698 
未収金 5,270 
短期貸付金 1,523 
基金 737,484 

財政調整基金 522,685 
減債基金 214,798 

棚卸資産 - 
その他 29,463 
徴収不能引当金 - 6,937,089 

10,090,084 10,090,084 資産合計

負債合計

純資産合計
負債及び純資産合計

長野県東筑摩郡生坂村



【様式第２号】

行政コスト計算書
自　平成31年 4月 1日
至　令和 2年 3月31日

（単位：千円）

金額

経常費用 1,926,808 

業務費用 1,263,941 

人件費 350,748 

職員給与費 293,846 

賞与等引当金繰入額 11,284 

退職手当引当金繰入額 - 

その他 45,618 

物件費等 837,455 

物件費 427,762 

維持補修費 74,964 

減価償却費 332,095 

その他 2,633 

その他の業務費用 75,737 

支払利息 8,273 

徴収不能引当金繰入額 - 

その他 67,464 

移転費用 662,868 

補助金等 415,860 

社会保障給付 82,044 

他会計への繰出金 164,157 

その他 807 

経常収益 113,712 

使用料及び手数料 54,774 

その他 58,938 

純経常行政コスト 1,813,096 

臨時損失 - 

災害復旧事業費 - 

資産除売却損 - 

投資損失引当金繰入額 - 

損失補償等引当金繰入額 - 

その他 - 

臨時利益 - 

資産売却益 - 

その他 - 

純行政コスト 1,813,096 

科目

長野県東筑摩郡生坂村



【様式第３号】

純資産変動計算書
自　平成31年 4月 1日
至　令和 2年 3月31日

（単位：千円）

固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）

前年度末純資産残高 6,961,579 9,913,271 △ 2,951,693 

純行政コスト（△） △ 1,813,096 △ 1,813,096 

財源 1,788,606 1,788,606 

税収等 1,393,975 1,393,975 

国県等補助金 394,632 394,632 

本年度差額 △ 24,490 △ 24,490 

固定資産等の変動（内部変動） △ 12,619 12,619 

有形固定資産等の増加 253,275 △ 253,275 

有形固定資産等の減少 △ 332,095 332,095 

貸付金・基金等の増加 101,990 △ 101,990 

貸付金・基金等の減少 △ 35,788 35,788 

資産評価差額 - - 

無償所管換等 - - 

その他 - - - 

本年度純資産変動額 △ 24,490 △ 12,619 △ 11,871 

本年度末純資産残高 6,937,089 9,900,653 △ 2,963,564 

科目 合計

長野県東筑摩郡生坂村



【様式第４号】

資金収支計算書
自　平成31年 4月 1日
至　令和 2年 3月31日

（単位：千円）

金額

【業務活動収支】
業務支出 1,529,946 

業務費用支出 866,038 
人件費支出 355,160 
物件費等支出 510,542 
支払利息支出 - 
その他の支出 335 

移転費用支出 663,908 
補助金等支出 416,391 
社会保障給付支出 82,553 
他会計への繰出支出 164,157 
その他の支出 807 

業務収入 1,666,207 
税収等収入 1,393,776 
国県等補助金収入 165,238 
使用料及び手数料収入 54,737 
その他の収入 52,456 

臨時支出 - 
災害復旧事業費支出 - 
その他の支出 - 

臨時収入 12,522 
業務活動収支 148,784 
【投資活動収支】

投資活動支出 351,238 
公共施設等整備費支出 253,325 
基金積立金支出 89,090 
投資及び出資金支出 - 
貸付金支出 8,824 
その他の支出 - 

投資活動収入 142,785 
国県等補助金収入 120,236 
基金取崩収入 15,110 
貸付金元金回収収入 7,439 
資産売却収入 - 
その他の収入 - 

投資活動収支 △ 208,454 
【財務活動収支】

財務活動支出 236,070 
地方債償還支出 236,070 
その他の支出 - 

財務活動収入 409,981 
地方債発行収入 409,981 
その他の収入 - 

財務活動収支 173,911 
本年度資金収支額 114,241 
前年度末資金残高 40,457 
本年度末資金残高 154,698 

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 154,698 

科目

長野県東筑摩郡生坂村



【様式第１号】

全体貸借対照表
（令和 2年 3月31日現在）

（単位：千円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 9,819,398 固定負債 3,504,975 

有形固定資産 8,780,732 地方債等 3,073,630 
事業用資産 6,158,221 長期未払金 - 

土地 1,266,436 退職手当引当金 431,345 
立木竹 1,211,411 損失補償等引当金 - 
建物 7,921,956 その他 - 
建物減価償却累計額 △ 4,413,973 流動負債 118,555 
工作物 1,260,355 １年内償還予定地方債等 291,574 
工作物減価償却累計額 △ 1,087,963 未払金 5 
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 16,114 
航空機 - 預り金 △ 123,086 
航空機減価償却累計額 - その他 △ 66,052 
その他 - 3,623,529 
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 - 固定資産等形成分 10,558,405 

インフラ資産 2,540,771 余剰分（不足分） △ 3,540,475 
土地 35,505 
建物 4,907,261 
建物減価償却累計額 △ 4,509,295 
工作物 6,906,782 
工作物減価償却累計額 △ 4,799,482 
その他 - 
その他減価償却累計額 - 
建設仮勘定 - 

物品 599,857 
物品減価償却累計額 △ 518,116 

無形固定資産 11,417 
ソフトウェア 11,417 
その他 - 

投資その他の資産 1,027,248 
投資及び出資金 46,911 

有価証券 - 
出資金 46,911 
その他 - 

投資損失引当金 - 
長期延滞債権 1,715 
長期貸付金 12,276 
基金 966,345 

減債基金 - 
その他 966,345 

その他 - 
徴収不能引当金 - 

流動資産 822,062 
現金預金 150,538 
未収金 △ 110,564 
短期貸付金 1,523 
基金 737,484 

財政調整基金 522,685 
減債基金 214,798 

棚卸資産 - 
その他 43,081 
徴収不能引当金 - 

繰延資産 - 7,017,930 
10,641,459 10,641,459 

負債合計

純資産合計
資産合計 負債及び純資産合計

長野県東筑摩郡生坂村



【様式第２号】

全体行政コスト計算書
自　平成31年 4月 1日
至　令和 2年 3月31日

（単位：千円）

金額

経常費用 2,760,240 

業務費用 1,531,855 

人件費 379,554 

職員給与費 322,419 

賞与等引当金繰入額 11,493 

退職手当引当金繰入額 - 

その他 45,642 

物件費等 1,052,723 

物件費 572,708 

維持補修費 101,064 

減価償却費 376,302 

その他 2,648 

その他の業務費用 99,579 

支払利息 21,266 

徴収不能引当金繰入額 - 

その他 78,313 

移転費用 1,228,385 

補助金等 976,626 

社会保障給付 83,633 

他会計への繰出金 164,157 

その他 3,970 

経常収益 289,779 

使用料及び手数料 217,981 

その他 71,798 

純経常行政コスト 2,470,461 

臨時損失 - 

災害復旧事業費 - 

資産除売却損 - 

投資損失引当金繰入額 - 

損失補償等引当金繰入額 - 

その他 - 

臨時利益 - 

資産売却益 - 

その他 - 

純行政コスト 2,470,461 

科目

長野県東筑摩郡生坂村



【様式第３号】

全体純資産変動計算書
自　平成31年 4月 1日
至　令和 2年 3月31日

（単位：千円）

固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）

前年度末純資産残高 7,037,708 10,624,265 △ 3,586,558 

純行政コスト（△） △ 2,470,461 △ 2,470,461 

財源 2,450,683 2,450,683 

税収等 1,747,452 1,747,452 

国県等補助金 703,231 703,231 

本年度差額 △ 19,778 △ 19,778 

固定資産等の変動（内部変動） △ 65,861 65,861 

有形固定資産等の増加 253,797 △ 253,797 

有形固定資産等の減少 △ 376,302 376,302 

貸付金・基金等の増加 102,221 △ 102,221 

貸付金・基金等の減少 △ 45,577 45,577 

資産評価差額 - - 

無償所管換等 - - 

その他 - - - 

本年度純資産変動額 △ 19,778 △ 65,861 46,083 

本年度末純資産残高 7,017,930 10,558,405 △ 3,540,475 

科目 合計

長野県東筑摩郡生坂村



【様式第４号】

全体資金収支計算書
自　平成31年 4月 1日
至　令和 2年 3月31日

（単位：千円）

金額

【業務活動収支】
業務支出 2,315,898 

業務費用支出 1,086,400 
人件費支出 384,904 
物件費等支出 686,133 
支払利息支出 12,992 
その他の支出 2,371 

移転費用支出 1,229,498 
補助金等支出 977,230 
社会保障給付支出 84,142 
他会計への繰出支出 164,157 
その他の支出 3,970 

業務収入 2,494,624 
税収等収入 1,748,523 
国県等補助金収入 471,122 
使用料及び手数料収入 217,528 
その他の収入 57,451 

臨時支出 - 
災害復旧事業費支出 - 
その他の支出 - 

臨時収入 14,431 
業務活動収支 193,157 
【投資活動収支】

投資活動支出 351,767 
公共施設等整備費支出 253,846 
基金積立金支出 89,097 
投資及び出資金支出 - 
貸付金支出 8,824 
その他の支出 - 

投資活動収入 145,591 
国県等補助金収入 121,042 
基金取崩収入 17,110 
貸付金元金回収収入 7,439 
資産売却収入 - 
その他の収入 - 

投資活動収支 △ 206,176 
【財務活動収支】

財務活動支出 302,122 
地方債等償還支出 236,070 
その他の支出 66,052 

財務活動収入 421,581 
地方債等発行収入 421,581 
その他の収入 - 

財務活動収支 119,459 
本年度資金収支額 106,439 
前年度末資金残高 43,809 
本年度末資金残高 150,248 

前年度末歳計外現金残高 289 
本年度歳計外現金増減額 - 
本年度末歳計外現金残高 289 
本年度末現金預金残高 150,538 

科目

長野県東筑摩郡生坂村



【様式第１号】

連結貸借対照表
（令和 2年 3月31日現在）

（単位：千円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 11,085,686 固定負債 3,658,423 

有形固定資産 9,745,691 地方債等 3,112,739 
事業用資産 7,103,191 長期未払金 - 

土地 1,296,428 退職手当引当金 545,413 
立木竹 1,211,411 損失補償等引当金 - 
建物 8,394,994 その他 270 
建物減価償却累計額 △ 4,262,917 流動負債 136,275 
工作物 1,390,735 １年内償還予定地方債等 294,627 
工作物減価償却累計額 △ 1,040,165 未払金 5,874 
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 24,187 
航空機 - 預り金 △ 122,442 
航空機減価償却累計額 - その他 △ 65,970 
その他 6,878 3,794,698 
その他減価償却累計額 △ 5,847 【純資産の部】
建設仮勘定 111,673 固定資産等形成分 11,375,178 

インフラ資産 2,540,780 余剰分（不足分） △ 3,130,470 
土地 35,505 他団体出資等分 87 
建物 4,907,261 
建物減価償却累計額 △ 4,509,295 
工作物 6,906,782 
工作物減価償却累計額 △ 4,799,482 
その他 - 
その他減価償却累計額 - 
建設仮勘定 9 

物品 640,763 
物品減価償却累計額 △ 539,042 

無形固定資産 11,929 
ソフトウェア 11,776 
その他 153 

投資その他の資産 1,328,066 
投資及び出資金 46,911 

有価証券 - 
出資金 46,911 
その他 - 

投資損失引当金 - 
長期延滞債権 1,715 
長期貸付金 12,276 
基金 1,254,450 

減債基金 672 
その他 1,253,777 

その他 12,714 
徴収不能引当金 - 

流動資産 953,807 
現金預金 219,828 
未収金 △ 75,326 
短期貸付金 1,523 
基金 753,126 

財政調整基金 538,328 
減債基金 214,798 

棚卸資産 4,214 
その他 50,441 
徴収不能引当金 - 

繰延資産 - 8,244,796 
12,039,493 12,039,493 

負債合計

純資産合計
資産合計 負債及び純資産合計

長野県東筑摩郡生坂村



【様式第２号】

連結行政コスト計算書
自　平成31年 4月 1日
至　令和 2年 3月31日

（単位：千円）

金額

経常費用 3,199,163 

業務費用 1,967,123 

人件費 653,339 

職員給与費 510,224 

賞与等引当金繰入額 14,046 

退職手当引当金繰入額 42,120 

その他 86,950 

物件費等 1,204,618 

物件費 693,104 

維持補修費 110,997 

減価償却費 397,832 

その他 2,685 

その他の業務費用 109,166 

支払利息 22,257 

徴収不能引当金繰入額 - 

その他 86,909 

移転費用 1,232,040 

補助金等 979,117 

社会保障給付 83,699 

他会計への繰出金 165,199 

その他 4,025 

経常収益 609,148 

使用料及び手数料 230,234 

その他 378,914 

純経常行政コスト 2,590,015 

臨時損失 - 

災害復旧事業費 - 

資産除売却損 - 

投資損失引当金繰入額 - 

損失補償等引当金繰入額 - 

その他 - 

臨時利益 346 

資産売却益 29 

その他 317 

純行政コスト 2,589,669 

科目

長野県東筑摩郡生坂村



【様式第３号】

連結純資産変動計算書
自　平成31年 4月 1日
至　令和 2年 3月31日

（単位：千円）

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 7,741,724 11,259,394 △ 3,517,757 87 

純行政コスト（△） △ 2,589,669 △ 2,589,669 0 

財源 2,729,803 2,729,803 0 

税収等 1,909,432 1,909,432 0 

国県等補助金 820,370 820,370 0 

本年度差額 140,133 140,133 0 

固定資産等の変動（内部変動） 113,152 △ 113,152 

有形固定資産等の増加 410,782 △ 410,782 

有形固定資産等の減少 △ 391,331 391,331 

貸付金・基金等の増加 153,588 △ 153,588 

貸付金・基金等の減少 △ 59,887 59,887 

資産評価差額 - - 

無償所管換等 2,197 2,197 

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 6 113 △ 107 

その他 11,530 322 11,208 

本年度純資産変動額 153,866 115,784 38,082 0 

本年度末純資産残高 7,895,590 11,375,178 △ 3,479,675 87 

科目 合計

長野県東筑摩郡生坂村



【様式第４号】

連結資金収支計算書
自　平成31年 4月 1日
至　令和 2年 3月31日

（単位：千円）

金額

【業務活動収支】
業務支出 2,721,195 

業務費用支出 1,455,416 
人件費支出 617,454 
物件費等支出 813,122 
支払利息支出 13,493 
その他の支出 11,347 

移転費用支出 1,265,780 
補助金等支出 979,732 
社会保障給付支出 84,208 
他会計への繰出支出 165,199 
その他の支出 36,641 

業務収入 3,103,662 
税収等収入 1,910,503 
国県等補助金収入 588,261 
使用料及び手数料収入 229,783 
その他の収入 375,116 

臨時支出 - 
災害復旧事業費支出 - 
その他の支出 - 

臨時収入 14,748 
業務活動収支 397,215 
【投資活動収支】

投資活動支出 517,238 
公共施設等整備費支出 367,915 
基金積立金支出 140,499 
投資及び出資金支出 - 
貸付金支出 8,824 
その他の支出 - 

投資活動収入 160,186 
国県等補助金収入 121,042 
基金取崩収入 31,447 
貸付金元金回収収入 7,439 
資産売却収入 29 
その他の収入 230 

投資活動収支 △ 357,052 
【財務活動収支】

財務活動支出 319,971 
地方債等償還支出 245,620 
その他の支出 74,350 

財務活動収入 430,437 
地方債等発行収入 422,264 
その他の収入 8,173 

財務活動収支 110,467 
本年度資金収支額 150,630 
前年度末資金残高 66,660 
比例連結割合変更に伴う差額 1,859 
本年度末資金残高 219,148 

前年度末歳計外現金残高 733 
本年度歳計外現金増減額 △ 54 
本年度末歳計外現金残高 680 
本年度末現金預金残高 219,828 

科目

長野県東筑摩郡生坂村


