
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 16,909,710               固定負債 5,586,634              
    有形固定資産 15,128,993                 地方債 4,434,966              
      事業用資産 11,409,694                 ⻑期未払金 -                            
        土地 1,690,298                  退職手当引当金 1,125,631              
        立木竹 151,897                     損失補償等引当金 -                            
        建物 20,172,986                 その他 26,037                   
        建物減価償却累計額 △ 12,154,137          流動負債 686,071                 
        工作物 6,035,365                  １年内償還予定地方債 617,931                 
        工作物減価償却累計額 △ 4,489,948              未払金 -                            
        建設仮勘定 3,234                         未払費用 -                            
      インフラ資産 3,329,288                  前受金 -                            
        土地 27,889                       前受収益 -                            
        建物 -                                賞与等引当金 31,337                   
        建物減価償却累計額 -                                預り金 16,177                   
        工作物 8,198,044                  その他 20,625                   
        工作物減価償却累計額 △ 4,896,644          負債合計 6,272,705              
        建設仮勘定 -                            【純資産の部】
      物品 1,255,638                固定資産等形成分 17,909,118             
      物品減価償却累計額 △ 865,628               余剰分（不足分） △ 6,177,282          
    無形固定資産 450                        
      ソフトウェア 450                        
      その他 -                            
    投資その他の資産 1,780,267              
      投資及び出資金 78,855                   
        有価証券 1,527                     
        出資金 77,328                   
        その他 -                            
      投資損失引当金 -                            
      ⻑期延滞債権 72,763                   
      ⻑期貸付金 625,900                 
      基金 893,420                 
        減債基金 -                            
        その他 893,420                 
      その他 110,000                 
      徴収不能引当金 △ 671                    
  流動資産 1,094,831              
    現金預金 87,528                   
    未収金 7,895                     
    短期貸付金 11,100                   
    基金 988,308                 
      財政調整基金 679,148                 
      減債基金 309,160                 
    棚卸資産 -                            
    その他 -                            
    徴収不能引当金 -                            純資産合計 11,731,835             
資産合計 18,004,540             負債及び純資産合計 18,004,540             

貸借対照表(BS)
令和3年3月31日現在



野沢温泉村̲⼀般会計等 （単位：千円）

金額

3,924,984                                           
2,407,051                                           

676,402                                              
433,305                                              
31,337                                                
18,043                                                

193,718                                              
1,710,983                                           

675,401                                              
191,640                                              
843,943                                              

-                                                         
19,666                                                
7,183                                                  
△ 42                                                  

12,524                                                
1,517,933                                           
1,059,841                                           

139,193                                              
317,789                                              

1,111                                                  
180,380                                              
82,856                                                
97,524                                                

3,744,604                                           
183,806                                              
156,124                                              

8,858                                                  
 損失補償等引当金繰入額 -                                                         

18,825                                                
350                                                     
350                                                     

-                                                         
3,928,060                                           

    業務費用

行政コスト計算書（PL）
自 令和2年4月1日
至 令和3年3月31日

科目名
  経常費用

        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

  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

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
    資産売却益
    その他



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 12,186,455                     17,781,883                      △ 5,595,428                  
  純行政コスト（△） △ 3,928,060                  △ 3,928,060                  
  財源 3,468,001                       3,468,001                       
    税収等 2,554,049                       2,554,049                       
    国県等補助金 913,952                          913,952                          
  本年度差額 △ 460,059                     -                                      △ 460,059                     
  固定資産等の変動（内部変動） -                                     121,795                           △ 121,795                     
    有形固定資産等の増加 884,014                           △ 884,014                     
    有形固定資産等の減少 △ 852,800                      852,800                          
    貸付金・基金等の増加 679,732                           △ 679,732                     
    貸付金・基金等の減少 △ 589,151                      589,151                          
  資産評価差額 -                                     -                                      
  無償所管換等 5,439                              5,439                               
  その他 -                                     -                                      -                                     
  本年度純資産変動額 △ 454,620                     127,234                           △ 581,854                     
本年度末純資産残高 11,731,835                     17,909,118                      △ 6,177,282                  

純資産変動計算書（NW）
自 令和2年4月1日
至 令和3年3月31日



野沢温泉村̲⼀般会計等 （単位：千円）

金額

3,064,846                                               
1,546,912                                               

660,165                                                  
867,040                                                  

7,183                                                      
12,524                                                    

1,517,933                                               
1,059,841                                               

139,193                                                  
317,789                                                  

1,111                                                      
3,575,080                                               
2,558,122                                               

836,573                                                  
82,861                                                    
97,524                                                    

156,124                                                  
156,124                                                  

-                                                             
43,601                                                    

397,711                                                  

1,563,746                                               
884,014                                                  
266,132                                                  

-                                                             
403,600                                                  
10,000                                                    

597,392                                                  
33,778                                                    

552,164                                                  
11,100                                                    

350                                                         
-                                                             

△ 966,354                                             

571,074                                                  
544,018                                                  
27,056                                                    

1,121,200                                               
1,121,200                                               

-                                                             
550,126                                                  

△ 18,517                                               
89,868                                                    
71,351                                                    

15,306                                                    
872                                                         

16,177                                                    
87,528                                                    

    移転費用支出

資金収支計算書(CF)
自 令和2年4月1日
至 令和3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
      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
    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

  臨時収入
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

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

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


