
野沢温泉村 【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 16,634,145                   固定負債 4,617,467                   

    有形固定資産 15,060,979                     地方債 3,582,481                   

      事業用資産 11,263,788                     長期未払金 -

        土地 1,623,526                       退職手当引当金 1,034,573                   

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

        建物 18,432,241                     その他 412                           

        建物減価償却累計額 -10,429,494                 流動負債 474,944                     

        工作物 4,991,591                       １年内償還予定地方債 445,833                     

        工作物減価償却累計額 -3,975,314                     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 28,730                       

        航空機 -     預り金 -

        航空機減価償却累計額 -     その他 381                           

        その他 - 負債合計 5,092,411                   

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 469,341                       固定資産等形成分 17,895,462                 

      インフラ資産 3,620,019                     余剰分（不足分） -4,946,076                 

        土地 506                           

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        工作物 7,890,820                   

        工作物減価償却累計額 -4,275,487                 

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 4,180                        

      物品 798,847                     

      物品減価償却累計額 -621,673                   

    無形固定資産 -

      ソフトウェア -

      その他 -

    投資その他の資産 1,573,165                   

      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 108,153                     

      長期貸付金 66,700                       

      基金 1,203,848                   

        減債基金 -

        その他 1,203,848                   

      その他 100,000                     

      徴収不能引当金 -3,215                       

  流動資産 1,407,652                   

    現金預金 139,806                     

    未収金 6,530                        

    短期貸付金 11,100                       

    基金 1,250,217                   

      財政調整基金 701,257                     

      減債基金 548,960                     

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -2                            純資産合計 12,949,386                 

資産合計 18,041,797                 負債及び純資産合計 18,041,797                 

貸借対照表
（平成29年3月31日現在）



野沢温泉村 【様式第2号】

一般会計等 （単位：千円）

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

  経常費用 3,147,912                                 

    業務費用 2,251,931                                 

      人件費 532,510                                    

        職員給与費 373,555                                    

        賞与等引当金繰入額 28,730                                      

        退職手当引当金繰入額 -39,222                                    

        その他 169,447                                    

      物件費等 1,684,153                                 

        物件費 692,766                                    

        維持補修費 254,788                                    

        減価償却費 734,850                                    

        その他 1,748                                       

      その他の業務費用 35,268                                      

        支払利息 17,982                                      

        徴収不能引当金繰入額 -4,736                                      

        その他 22,022                                      

    移転費用 895,981                                    

      補助金等 425,540                                    

      社会保障給付 148,535                                    

      他会計への繰出金 320,808                                    

      その他 1,097                                       

  経常収益 145,532                                    

    使用料及び手数料 77,508                                      

    その他 68,024                                      

純経常行政コスト 3,002,380                                 

  臨時損失 17,694                                      

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 17,694                                      

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

純行政コスト 3,020,074                                 

    その他 -

  臨時利益 -

    資産売却益 -



野沢温泉村 【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 13,330,504                 17,629,583                 -4,299,078                 

  純行政コスト（△） -3,020,074                 -3,020,074                 

  財源 2,637,172                   2,637,172                   

    税収等 2,345,657                   2,345,657                   

    国県等補助金 291,515                     291,515                     

  本年度差額 -382,902                    -382,902                    

  固定資産等の変動（内部変動） 264,095                     -264,095                    

    有形固定資産等の増加 1,074,742                   -1,074,742                 

    有形固定資産等の減少 -752,544                    752,544                     

    貸付金・基金等の増加 308,627                     -308,627                    

    貸付金・基金等の減少 -366,729                    366,729                     

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 1,784                        1,784                        

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -381,118                    265,879                     -646,997                    

本年度末純資産残高 12,949,386                 17,895,462                 -4,946,076                 

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



野沢温泉村 【様式第4号】

一般会計等 （単位：千円）

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 2,457,774                                

    業務費用支出 1,561,793                                

      人件費支出 572,105                                   

      物件費等支出 953,632                                   

      支払利息支出 17,982                                    

      その他の支出 18,074                                    

    移転費用支出 895,981                                   

      補助金等支出 425,540                                   

      社会保障給付支出 148,535                                   

      他会計への繰出支出 320,808                                   

      その他の支出 1,097                                      

  業務収入 2,791,012                                

    税収等収入 2,354,081                                

    国県等補助金収入 291,515                                   

    使用料及び手数料収入 77,594                                    

    その他の収入 67,823                                    

  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 333,239                                   

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,383,369                                

    公共施設等整備費支出 1,074,742                                

    基金積立金支出 308,627                                   

    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 362,385                                   

    国県等補助金収入 -

    基金取崩収入 351,085                                   

    貸付金元金回収収入 11,100                                    

    資産売却収入 200                                        

    その他の収入 -

投資活動収支 -1,020,984                               

【財務活動収支】

  財務活動支出 408,910                                   

    地方債償還支出 408,910                                   

    その他の支出 -

  財務活動収入 1,122,600                                

    地方債発行収入 1,122,600                                

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 139,806                                   

    その他の収入 -

財務活動収支 713,690                                   

本年度資金収支額 25,945                                    

前年度末資金残高 113,861                                   

本年度末資金残高 139,806                                   


