
野沢温泉村_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 16,853,075                 固定負債 5,085,948                

    有形固定資産 15,092,189                   地方債 3,931,698                

      事業用資産 11,427,452                   長期未払金 -                           

        土地 1,679,458                    退職手当引当金 1,107,588                

        立木竹 151,897                       損失補償等引当金 -                           

        建物 19,864,575                   その他 46,662                    

        建物減価償却累計額 △ 11,708,542            流動負債 619,522                   

        工作物 5,778,764                    １年内償還予定地方債 544,018                   

        工作物減価償却累計額 △ 4,353,533                未払金 -                           

        その他 -                               未払費用 -                           

        その他減価償却累計額 -                               前受金 -                           

        建設仮勘定 14,832                        前受収益 -                           

      インフラ資産 3,299,376                    賞与等引当金 33,142                    

        土地 31,053                        預り金 15,306                    

        建物 -                               その他 27,056                    

        建物減価償却累計額 -                           負債合計 5,705,470                

        工作物 7,995,170                【純資産の部】

        工作物減価償却累計額 △ 4,737,799              固定資産等形成分 17,781,883               

        その他 -                             余剰分（不足分） △ 5,595,428            

        その他減価償却累計額 -                           

        建設仮勘定 10,951                    

      物品 1,159,355                

      物品減価償却累計額 △ 793,994              

    無形固定資産 600                        

      ソフトウェア 600                        

      その他 -                           

    投資その他の資産 1,760,286                

      投資及び出資金 97,680                    

        有価証券 20,352                    

        出資金 77,328                    

        その他 -                           

      投資損失引当金 -                           

      長期延滞債権 79,866                    

      長期貸付金 233,400                   

      基金 1,250,052                

        減債基金 -                           

        その他 1,250,052                

      その他 100,000                   

      徴収不能引当金 △ 712                    

  流動資産 1,038,849                

    現金預金 105,173                   

    未収金 4,868                      

    短期貸付金 11,100                    

    基金 917,708                   

      財政調整基金 687,748                   

      減債基金 229,960                   

    棚卸資産 -                           

    その他 -                           

    徴収不能引当金 △ 0                       純資産合計 12,186,455               

資産合計 17,891,925               負債及び純資産合計 17,891,925               

貸借対照表(BS)
令和2年3月31日現在



野沢温泉村_一般会計等 （単位：千円）

金額
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    資産売却益

    その他

純行政コスト

    災害復旧事業費

    資産除売却損

    その他

  臨時利益

　　投資損失等引当金繰入額

  臨時損失

        徴収不能引当金繰入額

        その他

    移転費用

      補助金等

      社会保障給付

      他会計への繰出金

      その他

  経常収益

    使用料及び手数料

    その他

純経常行政コスト

        支払利息

      人件費

        職員給与費

        賞与等引当金繰入額

        退職手当引当金繰入額

        その他

      物件費等

        物件費

        維持補修費

        減価償却費

        その他

      その他の業務費用

    業務費用

行政コスト計算書（PL）
自平成31年4月1日

至令和2年3月31日

科目名

  経常費用



野沢温泉村_一般会計等 （単位：千円）

科目名 金額 固定資産等形成分 余剰分(不足分)

前年度末純資産残高 12,407,725                 17,673,618                  △ 5,265,893               

  純行政コスト（△） △ 3,006,003               △ 3,006,003               

  財源 2,791,783                   2,791,783                   

    税収等 2,487,393                   2,487,393                   

    国県等補助金 304,390                     304,390                     

  本年度差額 △ 214,220                 -                               △ 214,220                 

  固定資産等の変動（内部変動） -                              115,315                      △ 115,315                 

    有形固定資産等の増加 1,154,455                    △ 1,154,455               

    有形固定資産等の減少 △ 814,404                  814,404                     

    貸付金・基金等の増加 395,135                      △ 395,135                 

    貸付金・基金等の減少 △ 619,870                  619,870                     

  資産評価差額 -                              -                               

  無償所管換等 △ 7,050                    △ 7,050                     

  その他 -                              -                               -                              

  本年度純資産変動額 △ 221,270                 108,265                      △ 329,535                 

本年度末純資産残高 12,186,455                 17,781,883                  △ 5,595,428               

純資産変動計算書（NW）
自平成31年4月1日

至令和2年3月31日



野沢温泉村_一般会計等 （単位：千円）

金額

2,342,455                                  
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9,349                                        
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-                                             

546,103                                     
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1,126,860                                  

195,135                                     

-                                             

200,000                                     

-                                             

685,511                                     

69,344                                      

601,513                                     

11,100                                      

3,554                                        

-                                             

△ 836,484                                

619,636                                     

596,319                                     

23,317                                      

912,900                                     

912,900                                     

-                                             

293,264                                     

2,882                                        

86,985                                      

89,868                                      

14,607                                      

698                                          

15,306                                      

105,173                                     本年度末現金預金残高

本年度資金収支額

前年度末資金残高

本年度末資金残高

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

財務活動収支

    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

【財務活動収支】

  財務活動支出

    地方債償還支出

    その他の支出

  財務活動収入

    地方債発行収入

    その他の収入

    使用料及び手数料収入

    その他の収入

  臨時支出

    災害復旧事業費支出

    基金取崩収入

    国県等補助金収入

業務活動収支

【投資活動収支】

  投資活動支出

    公共施設等整備費支出

    基金積立金支出

    投資及び出資金支出

    貸付金支出

    その他の支出

  投資活動収入

    国県等補助金収入

      他会計への繰出支出

      その他の支出

  業務収入

    税収等収入

    国県等補助金収入

  臨時収入

    移転費用支出

資金収支計算書(CF)
自平成31年4月1日

至令和2年3月31日

科目名

【業務活動収支】

  業務支出

    業務費用支出

      人件費支出

      物件費等支出

      支払利息支出

      その他の支出

    その他の支出

      補助金等支出

      社会保障給付支出


