
【様式第１号】

貸借対照表
（平成31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 9,227,522 固定負債 2,773,026 

有形固定資産 8,286,258 地方債 2,335,413 
事業用資産 6,132,319 長期未払金 - 

土地 1,206,897 退職手当引当金 437,613 
立木竹 1,211,411 損失補償等引当金 - 
建物 7,444,428 その他 - 
建物減価償却累計額 △ 3,906,670 流動負債 247,814 
工作物 1,228,906 １年内償還予定地方債 227,796 
工作物減価償却累計額 △ 1,052,653 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 20,018 
航空機 - 預り金 - 
航空機減価償却累計額 - その他 - 
その他 - 3,020,841 
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 9,913,271 

インフラ資産 2,064,677 余剰分（不足分） △ 2,951,693 
土地 7,368 
建物 4,005,338 
建物減価償却累計額 △ 3,998,731 
工作物 4,168,959 
工作物減価償却累計額 △ 2,118,258 
その他 - 
その他減価償却累計額 - 
建設仮勘定 - 

物品 555,515 
物品減価償却累計額 △ 466,253 

無形固定資産 1,936 
ソフトウェア 1,936 
その他 - 

投資その他の資産 939,328 
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 9,328 
長期貸付金 11,400 
基金 871,689 

減債基金 - 
その他 871,689 

その他 - 
徴収不能引当金 - 

流動資産 754,897 
現金預金 40,457 
未収金 1,616 
短期貸付金 1,015 
基金 684,734 

財政調整基金 522,306 
減債基金 162,428 

棚卸資産 - 
その他 27,076 
徴収不能引当金 - 6,961,579 

9,982,419 9,982,419 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30年 4月 1日
至　平成31年 3月31日

（単位：千円）

金額

経常費用 1,877,933 

業務費用 1,294,626 

人件費 362,261 

職員給与費 273,753 

賞与等引当金繰入額 20,639 

退職手当引当金繰入額 25,973 

その他 41,896 

物件費等 916,344 

物件費 401,167 

維持補修費 198,357 

減価償却費 314,423 

その他 2,397 

その他の業務費用 16,021 

支払利息 10,005 

徴収不能引当金繰入額 - 

その他 6,016 

移転費用 583,307 

補助金等 333,336 

社会保障給付 80,678 

他会計への繰出金 168,278 

その他 1,016 

経常収益 117,301 

使用料及び手数料 33,627 

その他 83,674 

純経常行政コスト 1,760,632 

臨時損失 140 

災害復旧事業費 - 

資産除売却損 140 

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 16,018 

資産売却益 16,018 

その他 - 

純行政コスト 1,744,754 

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30年 4月 1日
至　平成31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 6,835,889 9,582,929 △ 2,747,040 

純行政コスト（△） △ 1,744,754 △ 1,744,754 

財源 1,651,393 1,651,393 

税収等 1,354,115 1,354,115 

国県等補助金 297,278 297,278 

本年度差額 △ 93,361 △ 93,361 

固定資産等の変動（内部変動） 111,292 △ 111,292 

有形固定資産等の増加 296,781 △ 296,781 

有形固定資産等の減少 △ 280,073 280,073 

貸付金・基金等の増加 122,778 △ 122,778 

貸付金・基金等の減少 △ 28,194 28,194 

資産評価差額 - - 

無償所管換等 219,050 219,050 

その他 - - - 

本年度純資産変動額 125,689 330,342 △ 204,653 

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

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30年 4月 1日
至　平成31年 3月31日

（単位：千円）

金額

【業務活動収支】
業務支出 1,551,776 

業務費用支出 961,475 
人件費支出 336,855 
物件費等支出 613,583 
支払利息支出 10,005 
その他の支出 1,033 

移転費用支出 590,301 
補助金等支出 340,215 
社会保障給付支出 80,792 
他会計への繰出支出 168,278 
その他の支出 1,016 

業務収入 1,612,626 
税収等収入 1,354,687 
国県等補助金収入 140,586 
使用料及び手数料収入 33,627 
その他の収入 83,726 

臨時支出 - 
災害復旧事業費支出 - 
その他の支出 - 

臨時収入 27,546 
業務活動収支 88,397 
【投資活動収支】

投資活動支出 451,455 
公共施設等整備費支出 331,131 
基金積立金支出 107,553 
投資及び出資金支出 3,000 
貸付金支出 9,771 
その他の支出 - 

投資活動収入 169,787 
国県等補助金収入 129,146 
基金取崩収入 17,272 
貸付金元金回収収入 7,351 
資産売却収入 16,018 
その他の収入 - 

投資活動収支 △ 281,668 
【財務活動収支】

財務活動支出 231,512 
地方債償還支出 231,512 
その他の支出 - 

財務活動収入 404,875 
地方債発行収入 404,875 
その他の収入 - 

財務活動収支 173,363 
本年度資金収支額 △ 19,908 
前年度末資金残高 60,365 
本年度末資金残高 40,457 

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 40,457 

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31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 9,938,516 固定負債 3,354,583 

有形固定資産 8,900,434 地方債等 2,916,970 
事業用資産 6,269,842 長期未払金 - 

土地 1,226,967 退職手当引当金 437,613 
立木竹 1,211,411 損失補償等引当金 - 
建物 7,871,701 その他 - 
建物減価償却累計額 △ 4,216,650 流動負債 315,581 
工作物 1,229,226 １年内償還予定地方債等 293,849 
工作物減価償却累計額 △ 1,052,813 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 21,401 
航空機 - 預り金 332 
航空機減価償却累計額 - その他 - 
その他 - 3,670,165 
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 10,624,265 

インフラ資産 2,538,633 余剰分（不足分） △ 3,586,558 
土地 35,505 
建物 4,907,261 
建物減価償却累計額 △ 4,482,241 
工作物 6,791,733 
工作物減価償却累計額 △ 4,713,625 
その他 - 
その他減価償却累計額 - 
建設仮勘定 - 

物品 582,756 
物品減価償却累計額 △ 490,797 

無形固定資産 14,221 
ソフトウェア 14,221 
その他 - 

投資その他の資産 1,023,861 
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 18,443 
長期貸付金 11,400 
基金 947,108 

減債基金 - 
その他 947,108 

その他 - 
徴収不能引当金 - 

流動資産 769,356 
現金預金 44,098 
未収金 3,349 
短期貸付金 1,015 
基金 684,734 

財政調整基金 522,306 
減債基金 162,428 

棚卸資産 - 
その他 36,160 
徴収不能引当金 - 

繰延資産 - 7,037,708 
10,707,872 10,707,872 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30年 4月 1日
至　平成31年 3月31日

（単位：千円）

金額

経常費用 2,584,775 

業務費用 1,609,037 

人件費 390,520 

職員給与費 300,813 

賞与等引当金繰入額 21,841 

退職手当引当金繰入額 25,973 

その他 41,893 

物件費等 1,175,145 

物件費 550,776 

維持補修費 262,043 

減価償却費 359,854 

その他 2,471 

その他の業務費用 43,372 

支払利息 24,578 

徴収不能引当金繰入額 - 

その他 18,795 

移転費用 975,738 

補助金等 887,135 

社会保障給付 82,359 

他会計への繰出金 - 

その他 6,244 

経常収益 302,076 

使用料及び手数料 197,467 

その他 104,609 

純経常行政コスト 2,282,700 

臨時損失 140 

災害復旧事業費 - 

資産除売却損 140 

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 16,018 

資産売却益 16,018 

その他 - 

純行政コスト 2,266,822 

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30年 4月 1日
至　平成31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 6,935,412 10,321,442 △ 3,386,029 

純行政コスト（△） △ 2,266,822 △ 2,266,822 

財源 2,150,067 2,150,067 

税収等 1,538,590 1,538,590 

国県等補助金 611,477 611,477 

本年度差額 △ 116,755 △ 116,755 

固定資産等の変動（内部変動） 83,774 △ 83,774 

有形固定資産等の増加 296,945 △ 296,945 

有形固定資産等の減少 △ 325,504 325,504 

貸付金・基金等の増加 142,162 △ 142,162 

貸付金・基金等の減少 △ 29,830 29,830 

資産評価差額 - - 

無償所管換等 219,050 219,050 

その他 - - - 

本年度純資産変動額 102,295 302,824 △ 200,528 

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

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30年 4月 1日
至　平成31年 3月31日

（単位：千円）

金額

【業務活動収支】
業務支出 2,214,795 

業務費用支出 1,231,786 
人件費支出 365,346 
物件費等支出 831,489 
支払利息支出 24,578 
その他の支出 10,373 

移転費用支出 983,009 
補助金等支出 894,291 
社会保障給付支出 82,474 
他会計への繰出支出 - 
その他の支出 6,244 

業務収入 2,276,931 
税収等収入 1,539,867 
国県等補助金収入 454,396 
使用料及び手数料収入 196,954 
その他の収入 85,714 

臨時支出 - 
災害復旧事業費支出 - 
その他の支出 - 

臨時収入 27,546 
業務活動収支 89,682 
【投資活動収支】

投資活動支出 468,342 
公共施設等整備費支出 331,295 
基金積立金支出 124,276 
投資及び出資金支出 3,000 
貸付金支出 9,771 
その他の支出 - 

投資活動収入 186,132 
国県等補助金収入 129,535 
基金取崩収入 17,272 
貸付金元金回収収入 7,351 
資産売却収入 16,018 
その他の収入 15,956 

投資活動収支 △ 282,210 
【財務活動収支】

財務活動支出 297,493 
地方債等償還支出 297,493 
その他の支出 - 

財務活動収入 446,475 
地方債等発行収入 446,475 
その他の収入 - 

財務活動収支 148,982 
本年度資金収支額 △ 43,546 
前年度末資金残高 87,355 
本年度末資金残高 43,809 

前年度末歳計外現金残高 - 
本年度歳計外現金増減額 289 
本年度末歳計外現金残高 289 
本年度末現金預金残高 44,098 

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31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 10,638,416 固定負債 3,522,266 

有形固定資産 9,339,095 地方債等 2,966,775 
事業用資産 6,686,130 長期未払金 - 

土地 1,271,316 退職手当引当金 555,095 
立木竹 1,211,411 損失補償等引当金 - 
建物 8,462,189 その他 396 
建物減価償却累計額 △ 4,534,707 流動負債 339,984 
工作物 1,375,131 １年内償還予定地方債等 300,915 
工作物減価償却累計額 △ 1,107,410 未払金 6,363 
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 30,471 
航空機 - 預り金 2,156 
航空機減価償却累計額 - その他 79 
その他 30,619 3,862,250 
その他減価償却累計額 △ 22,426 【純資産の部】
建設仮勘定 6 固定資産等形成分 11,259,394 

インフラ資産 2,538,633 余剰分（不足分） △ 3,553,205 
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 △ 4,482,241 
工作物 6,791,733 
工作物減価償却累計額 △ 4,713,625 
その他 - 
その他減価償却累計額 - 
建設仮勘定 - 

物品 627,632 
物品減価償却累計額 △ 513,300 

無形固定資産 14,651 
ソフトウェア 14,498 
その他 153 

投資その他の資産 1,284,670 
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 18,461 
長期貸付金 11,400 
基金 1,193,359 

減債基金 - 
その他 1,193,359 

その他 14,540 
徴収不能引当金 △ 1 

流動資産 930,110 
現金預金 126,654 
未収金 37,886 
短期貸付金 1,015 
基金 716,852 

財政調整基金 553,656 
減債基金 163,197 

棚卸資産 4,284 
その他 43,420 
徴収不能引当金 - 

繰延資産 - 7,706,276 
11,568,526 11,568,526 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30年 4月 1日
至　平成31年 3月31日

（単位：千円）

金額

経常費用 3,301,482 

業務費用 2,126,761 

人件費 699,663 

職員給与費 518,323 

賞与等引当金繰入額 25,774 

退職手当引当金繰入額 70,267 

その他 85,299 

物件費等 1,371,756 

物件費 696,631 

維持補修費 285,602 

減価償却費 386,989 

その他 2,534 

その他の業務費用 55,342 

支払利息 25,154 

徴収不能引当金繰入額 - 

その他 30,188 

移転費用 1,174,721 

補助金等 819,988 

社会保障給付 348,415 

他会計への繰出金 - 

その他 6,318 

経常収益 581,603 

使用料及び手数料 211,379 

その他 370,224 

純経常行政コスト 2,719,879 

臨時損失 1,168 

災害復旧事業費 - 

資産除売却損 1,054 

投資損失引当金繰入額 - 

損失補償等引当金繰入額 - 

その他 114 

臨時利益 16,263 

資産売却益 16,148 

その他 114 

純行政コスト 2,704,785 

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30年 4月 1日
至　平成31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 7,604,089 10,953,059 △ 3,349,056 87 

純行政コスト（△） △ 2,704,785 △ 2,704,785 0 

財源 2,602,720 2,602,720 0 

税収等 1,889,729 1,889,729 0 

国県等補助金 712,991 712,991 0 

本年度差額 △ 102,064 △ 102,064 0 

固定資産等の変動（内部変動） 83,238 △ 83,238 

有形固定資産等の増加 300,342 △ 300,342 

有形固定資産等の減少 △ 333,361 333,361 

貸付金・基金等の増加 149,726 △ 149,726 

貸付金・基金等の減少 △ 33,469 33,469 

資産評価差額 - - 

無償所管換等 219,197 219,197 

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 △ 23 △ 176 153 

その他 20,525 4,077 16,448 

本年度純資産変動額 137,635 306,336 △ 168,701 0 

本年度末純資産残高 7,741,724 11,259,394 △ 3,517,757 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30年 4月 1日
至　平成31年 3月31日

（単位：千円）

金額

【業務活動収支】
業務支出 2,883,761 

業務費用支出 1,670,333 
人件費支出 623,978 
物件費等支出 998,963 
支払利息支出 25,154 
その他の支出 22,238 

移転費用支出 1,213,429 
補助金等支出 827,160 
社会保障給付支出 348,529 
他会計への繰出支出 - 
その他の支出 37,739 

業務収入 3,031,647 
税収等収入 1,889,213 
国県等補助金収入 576,964 
使用料及び手数料収入 210,158 
その他の収入 355,312 

臨時支出 - 
災害復旧事業費支出 - 
その他の支出 - 

臨時収入 27,552 
業務活動収支 175,438 
【投資活動収支】

投資活動支出 508,293 
公共施設等整備費支出 361,467 
基金積立金支出 134,055 
投資及び出資金支出 3,000 
貸付金支出 9,771 
その他の支出 - 

投資活動収入 190,017 
国県等補助金収入 129,535 
基金取崩収入 21,011 
貸付金元金回収収入 7,351 
資産売却収入 16,164 
その他の収入 15,956 

投資活動収支 △ 318,275 
【財務活動収支】

財務活動支出 318,683 
地方債等償還支出 310,948 
その他の支出 7,735 

財務活動収入 463,011 
地方債等発行収入 455,410 
その他の収入 7,601 

財務活動収支 144,328 
本年度資金収支額 1,491 
前年度末資金残高 124,604 
比例連結割合変更に伴う差額 △ 13 
本年度末資金残高 126,082 

前年度末歳計外現金残高 201 
本年度歳計外現金増減額 371 
本年度末歳計外現金残高 572 
本年度末現金預金残高 126,654 

科目

長野県東筑摩郡生坂村


