
【様式第１号】

貸借対照表
（平成30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 8,946,311 固定負債 2,569,975 

有形固定資産 8,050,016 地方債 2,158,335 
事業用資産 5,822,100 長期未払金 - 

土地 1,152,938 退職手当引当金 411,640 
立木竹 1,211,411 損失補償等引当金 - 
建物 6,966,874 その他 - 
建物減価償却累計額 △ 3,732,652 流動負債 250,882 
工作物 1,204,170 １年内償還予定地方債 231,512 
工作物減価償却累計額 △ 1,020,640 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 19,370 
航空機 - 預り金 - 
航空機減価償却累計額 - その他 - 
その他 - 2,820,857 
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 40,000 固定資産等形成分 9,582,929 

インフラ資産 2,148,335 余剰分（不足分） △ 2,747,040 
土地 7,368 
建物 4,005,338 
建物減価償却累計額 △ 3,994,967 
工作物 4,168,959 
工作物減価償却累計額 △ 2,038,364 
その他 - 
その他減価償却累計額 - 
建設仮勘定 - 

物品 521,584 
物品減価償却累計額 △ 442,003 

無形固定資産 2,420 
ソフトウェア 2,420 
その他 - 

投資その他の資産 893,874 
投資及び出資金 43,911 

有価証券 - 
出資金 43,911 
その他 - 

投資損失引当金 - 
長期延滞債権 9,859 
長期貸付金 9,575 
基金 830,530 

減債基金 - 
その他 830,530 

その他 - 
徴収不能引当金 - 

流動資産 710,435 
現金預金 60,365 
未収金 2,498 
短期貸付金 1,007 
基金 635,611 

財政調整基金 522,035 
減債基金 113,577 

棚卸資産 - 
その他 10,955 
徴収不能引当金 - 6,835,889 

9,656,746 9,656,746 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29年 4月 1日
至　平成30年 3月31日

（単位：千円）

金額

経常費用 1,902,958 

業務費用 1,237,074 

人件費 325,858 

職員給与費 264,280 

賞与等引当金繰入額 19,370 

退職手当引当金繰入額 - 

その他 42,208 

物件費等 889,514 

物件費 427,164 

維持補修費 152,052 

減価償却費 308,474 

その他 1,823 

その他の業務費用 21,702 

支払利息 12,348 

徴収不能引当金繰入額 - 

その他 9,354 

移転費用 665,884 

補助金等 426,392 

社会保障給付 76,952 

他会計への繰出金 161,655 

その他 885 

経常収益 66,635 

使用料及び手数料 15,480 

その他 51,155 

純経常行政コスト 1,836,323 

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 199 

資産売却益 199 

その他 - 

純行政コスト 1,836,124 

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29年 4月 1日
至　平成30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 7,003,385 9,622,985 △ 2,619,600 

純行政コスト（△） △ 1,836,124 △ 1,836,124 

財源 1,668,628 1,668,628 

税収等 1,379,635 1,379,635 

国県等補助金 288,993 288,993 

本年度差額 △ 167,496 △ 167,496 

固定資産等の変動（内部変動） △ 40,056 40,056 

有形固定資産等の増加 247,370 △ 247,370 

有形固定資産等の減少 △ 308,480 308,480 

貸付金・基金等の増加 49,688 △ 49,688 

貸付金・基金等の減少 △ 28,635 28,635 

資産評価差額 - - 

無償所管換等 - - 

その他 - - - 

本年度純資産変動額 △ 167,496 △ 40,056 △ 127,440 

本年度末純資産残高 6,835,889 9,582,929 △ 2,747,040 

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29年 4月 1日
至　平成30年 3月31日

（単位：千円）

金額

【業務活動収支】
業務支出 1,603,900 

業務費用支出 938,207 
人件費支出 326,796 
物件費等支出 594,480 
支払利息支出 12,348 
その他の支出 4,582 

移転費用支出 665,694 
補助金等支出 426,201 
社会保障給付支出 76,952 
他会計への繰出支出 161,655 
その他の支出 885 

業務収入 1,596,043 
税収等収入 1,376,983 
国県等補助金収入 155,355 
使用料及び手数料収入 15,480 
その他の収入 48,225 

臨時支出 - 
災害復旧事業費支出 - 
その他の支出 - 

臨時収入 38,364 
業務活動収支 30,507 
【投資活動収支】

投資活動支出 294,617 
公共施設等整備費支出 247,370 
基金積立金支出 33,129 
投資及び出資金支出 - 
貸付金支出 14,118 
その他の支出 - 

投資活動収入 122,689 
国県等補助金収入 95,274 
基金取崩収入 15,526 
貸付金元金回収収入 11,683 
資産売却収入 205 
その他の収入 - 

投資活動収支 △ 171,929 
【財務活動収支】

財務活動支出 240,032 
地方債償還支出 240,032 
その他の支出 - 

財務活動収入 404,726 
地方債発行収入 404,726 
その他の収入 - 

財務活動収支 164,694 
本年度資金収支額 23,272 
前年度末資金残高 37,093 
本年度末資金残高 60,365 

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 60,365 

科目

長野県東筑摩郡生坂村



【様式第１号】

全体貸借対照表
（平成30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 9,684,823 固定負債 3,175,984 

有形固定資産 8,706,347 地方債等 2,764,344 
事業用資産 5,969,207 長期未払金 - 

土地 1,173,007 退職手当引当金 411,640 
立木竹 1,211,411 損失補償等引当金 - 
建物 7,394,147 その他 - 
建物減価償却累計額 △ 4,033,080 流動負債 318,427 
工作物 1,204,490 １年内償還予定地方債等 297,493 
工作物減価償却累計額 △ 1,020,768 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 20,934 
航空機 - 預り金 - 
航空機減価償却累計額 - その他 - 
その他 - 3,494,411 
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 40,000 固定資産等形成分 10,321,442 

インフラ資産 2,653,057 余剰分（不足分） △ 3,386,029 
土地 35,340 
建物 4,907,261 
建物減価償却累計額 △ 4,454,719 
工作物 6,791,733 
工作物減価償却累計額 △ 4,626,557 
その他 - 
その他減価償却累計額 - 
建設仮勘定 - 

物品 548,825 
物品減価償却累計額 △ 464,742 

無形固定資産 17,817 
ソフトウェア 17,817 
その他 - 

投資その他の資産 960,660 
投資及び出資金 43,911 

有価証券 - 
出資金 43,911 
その他 - 

投資損失引当金 - 
長期延滞債権 17,948 
長期貸付金 9,575 
基金 889,226 

減債基金 - 
その他 889,226 

その他 - 
徴収不能引当金 - 

流動資産 745,000 
現金預金 87,355 
未収金 5,640 
短期貸付金 1,007 
基金 635,611 

財政調整基金 522,035 
減債基金 113,577 

棚卸資産 - 
その他 15,386 
徴収不能引当金 - 

繰延資産 - 6,935,412 
10,429,823 10,429,823 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】

全体行政コスト計算書
自　平成29年 4月 1日
至　平成30年 3月31日

（単位：千円）

金額

経常費用 2,576,108 

業務費用 1,502,725 

人件費 355,728 

職員給与費 292,586 

賞与等引当金繰入額 20,934 

退職手当引当金繰入額 - 

その他 42,208 

物件費等 1,087,887 

物件費 562,103 

維持補修費 171,596 

減価償却費 352,289 

その他 1,899 

その他の業務費用 59,110 

支払利息 28,483 

徴収不能引当金繰入額 - 

その他 30,627 

移転費用 1,073,383 

補助金等 988,312 

社会保障給付 78,403 

他会計への繰出金 - 

その他 6,668 

経常収益 248,829 

使用料及び手数料 189,163 

その他 59,666 

純経常行政コスト 2,327,279 

臨時損失 0 

災害復旧事業費 - 

資産除売却損 0 

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 199 

資産売却益 199 

その他 - 

純行政コスト 2,327,080 

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29年 4月 1日
至　平成30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 7,077,402 10,387,612 △ 3,310,210 

純行政コスト（△） △ 2,327,080 △ 2,327,080 

財源 2,185,090 2,185,090 

税収等 1,707,629 1,707,629 

国県等補助金 477,462 477,462 

本年度差額 △ 141,990 △ 141,990 

固定資産等の変動（内部変動） △ 66,171 66,171 

有形固定資産等の増加 264,077 △ 264,077 

有形固定資産等の減少 △ 352,295 352,295 

貸付金・基金等の増加 51,436 △ 51,436 

貸付金・基金等の減少 △ 29,389 29,389 

資産評価差額 - - 

無償所管換等 - - 

その他 - - - 

本年度純資産変動額 △ 141,990 △ 66,171 △ 75,819 

本年度末純資産残高 6,935,412 10,321,442 △ 3,386,029 

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29年 4月 1日
至　平成30年 3月31日

（単位：千円）

金額

【業務活動収支】
業務支出 2,237,193 

業務費用支出 1,163,814 
人件費支出 356,699 
物件費等支出 753,366 
支払利息支出 28,483 
その他の支出 25,267 

移転費用支出 1,073,379 
補助金等支出 988,308 
社会保障給付支出 78,403 
他会計への繰出支出 - 
その他の支出 6,668 

業務収入 2,287,343 
税収等収入 1,704,382 
国県等補助金収入 337,373 
使用料及び手数料収入 188,853 
その他の収入 56,735 

臨時支出 - 
災害復旧事業費支出 - 
その他の支出 - 

臨時収入 44,135 
業務活動収支 94,285 
【投資活動収支】

投資活動支出 311,329 
公共施設等整備費支出 264,077 
基金積立金支出 33,134 
投資及び出資金支出 - 
貸付金支出 14,118 
その他の支出 - 

投資活動収入 122,236 
国県等補助金収入 95,954 
基金取崩収入 14,393 
貸付金元金回収収入 11,683 
資産売却収入 205 
その他の収入 - 

投資活動収支 △ 189,094 
【財務活動収支】

財務活動支出 304,451 
地方債等償還支出 304,451 
その他の支出 - 

財務活動収入 404,726 
地方債等発行収入 404,726 
その他の収入 - 

財務活動収支 100,275 
本年度資金収支額 5,466 
前年度末資金残高 81,890 
本年度末資金残高 87,355 

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 87,355 

科目

長野県東筑摩郡生坂村



【様式第１号】

連結貸借対照表
（平成30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 10,355,946 固定負債 3,326,664 

有形固定資産 9,138,651 地方債等 2,812,210 
事業用資産 6,380,303 長期未払金 - 

土地 1,216,839 退職手当引当金 514,443 
立木竹 1,211,411 損失補償等引当金 - 
建物 7,993,635 その他 11 
建物減価償却累計額 △ 4,359,108 流動負債 341,281 
工作物 1,354,728 １年内償還予定地方債等 305,343 
工作物減価償却累計額 △ 1,084,445 未払金 5,261 
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 29,198 
航空機 - 預り金 1,395 
航空機減価償却累計額 - その他 85 
その他 24,577 3,667,945 
その他減価償却累計額 △ 17,334 【純資産の部】
建設仮勘定 40,000 固定資産等形成分 10,953,059 

インフラ資産 2,653,057 余剰分（不足分） △ 3,349,056 
土地 35,340 他団体出資等分 87 
建物 4,907,261 
建物減価償却累計額 △ 4,454,719 
工作物 6,791,733 
工作物減価償却累計額 △ 4,626,557 
その他 - 
その他減価償却累計額 - 
建設仮勘定 - 

物品 591,576 
物品減価償却累計額 △ 486,287 

無形固定資産 17,991 
ソフトウェア 17,838 
その他 153 

投資その他の資産 1,199,305 
投資及び出資金 43,911 

有価証券 - 
出資金 43,911 
その他 - 

投資損失引当金 - 
長期延滞債権 17,967 
長期貸付金 9,575 
基金 1,114,878 

減債基金 - 
その他 1,114,878 

その他 12,976 
徴収不能引当金 △ 1 

流動資産 916,088 
現金預金 182,733 
未収金 37,748 
短期貸付金 1,007 
基金 668,016 

財政調整基金 553,633 
減債基金 114,383 

棚卸資産 3,278 
その他 23,306 
徴収不能引当金 - 

繰延資産 - 7,604,089 
11,272,034 11,272,034 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】

連結行政コスト計算書
自　平成29年 4月 1日
至　平成30年 3月31日

（単位：千円）

金額

経常費用 3,227,230 

業務費用 1,964,908 

人件費 647,102 

職員給与費 501,022 

賞与等引当金繰入額 24,251 

退職手当引当金繰入額 41,016 

その他 80,812 

物件費等 1,242,856 

物件費 685,872 

維持補修費 174,451 

減価償却費 380,586 

その他 1,947 

その他の業務費用 74,951 

支払利息 29,182 

徴収不能引当金繰入額 1 

その他 45,767 

移転費用 1,262,321 

補助金等 915,597 

社会保障給付 339,985 

他会計への繰出金 - 

その他 6,739 

経常収益 468,043 

使用料及び手数料 203,240 

その他 264,803 

純経常行政コスト 2,759,187 

臨時損失 0 

災害復旧事業費 - 

資産除売却損 0 

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 251 

資産売却益 211 

その他 40 

純行政コスト 2,758,936 

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29年 4月 1日
至　平成30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 7,685,692 10,997,387 △ 3,311,773 78 

純行政コスト（△） △ 2,758,936 △ 2,758,890 △ 45 

財源 2,628,082 2,628,028 55 

税収等 2,059,256 2,059,256 0 

国県等補助金 568,826 568,771 55 

本年度差額 △ 130,854 △ 130,863 9 

固定資産等の変動（内部変動） △ 66,803 66,803 

有形固定資産等の増加 265,421 △ 265,421 

有形固定資産等の減少 △ 356,684 356,684 

貸付金・基金等の増加 55,519 △ 55,519 

貸付金・基金等の減少 △ 31,058 31,058 

資産評価差額 435 435 

無償所管換等 91 91 

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 19,850 21,614 △ 1,764 

その他 28,875 335 28,540 

本年度純資産変動額 △ 81,603 △ 44,328 △ 37,284 9 

本年度末純資産残高 7,604,089 10,953,059 △ 3,349,056 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29年 4月 1日
至　平成30年 3月31日

（単位：千円）

金額

【業務活動収支】
業務支出 2,876,214 

業務費用支出 1,587,430 
人件費支出 603,976 
物件費等支出 907,707 
支払利息支出 29,182 
その他の支出 46,565 

移転費用支出 1,288,784 
補助金等支出 915,610 
社会保障給付支出 339,985 
他会計への繰出支出 - 
その他の支出 33,188 

業務収入 2,986,943 
税収等収入 2,055,631 
国県等補助金収入 460,737 
使用料及び手数料収入 202,931 
その他の収入 267,644 

臨時支出 - 
災害復旧事業費支出 - 
その他の支出 - 

臨時収入 44,135 
業務活動収支 154,863 
【投資活動収支】

投資活動支出 332,931 
公共施設等整備費支出 278,571 
基金積立金支出 40,242 
投資及び出資金支出 - 
貸付金支出 14,118 
その他の支出 - 

投資活動収入 126,572 
国県等補助金収入 95,954 
基金取崩収入 18,718 
貸付金元金回収収入 11,683 
資産売却収入 217 
その他の収入 - 

投資活動収支 △ 206,359 
【財務活動収支】

財務活動支出 329,013 
地方債等償還支出 318,717 
その他の支出 10,297 

財務活動収入 416,392 
地方債等発行収入 416,392 
その他の収入 - 

財務活動収支 87,379 
本年度資金収支額 35,884 
前年度末資金残高 146,281 
比例連結割合変更に伴う差額 385 
本年度末資金残高 182,549 

前年度末歳計外現金残高 52 
本年度歳計外現金増減額 132 
本年度末歳計外現金残高 184 
本年度末現金預金残高 182,733 

科目

長野県東筑摩郡生坂村


