
【様式第1号】

自治体名：佐久穂町

会計：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 41,692,257   固定負債 5,087,822

    有形固定資産 34,564,605     地方債 3,852,088

      事業用資産 12,832,226     長期未払金 -

        土地 6,377,304     退職手当引当金 1,235,734

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 18,486,705     その他 -

        建物減価償却累計額 -13,487,544   流動負債 1,249,282

        工作物 985,108     １年内償還予定地方債 1,089,978

        工作物減価償却累計額 -743,015     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 89,863

        航空機 -     預り金 69,441

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 6,337,104

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 1,213,667   固定資産等形成分 43,614,959

      インフラ資産 21,659,215   余剰分（不足分） -5,875,976

        土地 579,024

        建物 115,336

        建物減価償却累計額 -101,338

        工作物 41,522,683

        工作物減価償却累計額 -20,482,060

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 25,570

      物品 1,200,639

      物品減価償却累計額 -1,127,475

    無形固定資産 -

      ソフトウェア -

      その他 -

    投資その他の資産 7,127,653

      投資及び出資金 26,721

        有価証券 -

        出資金 26,721

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 104,959

      長期貸付金 395,998

      基金 6,092,391

        減債基金 520,719

        その他 5,571,672

      その他 514,252

      徴収不能引当金 -6,668

  流動資産 2,383,831

    現金預金 442,503

    未収金 20,504

    短期貸付金 -

    基金 1,922,702

      財政調整基金 1,922,702

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -1,878 純資産合計 37,738,984

資産合計 44,076,088 負債及び純資産合計 44,076,088

貸借対照表
（令和2年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：佐久穂町

会計：一般会計等 （単位：千円）

    その他 -

純行政コスト 6,928,072

    その他 -

  臨時利益 92,838

    資産売却益 92,838

    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 -

純経常行政コスト 7,020,910

  臨時損失 -

    災害復旧事業費 -

  経常収益 316,776

    使用料及び手数料 78,473

    その他 238,303

      社会保障給付 533,798

      他会計への繰出金 870,540

      その他 2,302

        その他 13,436

    移転費用 2,761,807

      補助金等 1,355,167

      その他の業務費用 35,920

        支払利息 22,067

        徴収不能引当金繰入額 418

        維持補修費 475,373

        減価償却費 1,281,525

        その他 2,746

        その他 242,679

      物件費等 3,048,836

        物件費 1,289,193

        職員給与費 1,164,136

        賞与等引当金繰入額 89,863

        退職手当引当金繰入額 -5,557

  経常費用 7,337,686

    業務費用 4,575,879

      人件費 1,491,122

行政コスト計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2年3月31日

科目名 金額



【様式第3号】

自治体名：佐久穂町

会計：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 37,852,273 43,775,081 -5,922,809

  純行政コスト（△） -6,928,072 -6,928,072

  財源 6,731,618 6,731,618

    税収等 5,865,550 5,865,550

    国県等補助金 866,069 866,069

  本年度差額 -196,453 -196,453

  固定資産等の変動（内部変動） -243,287 243,287

    有形固定資産等の増加 1,495,998 -1,495,998

    有形固定資産等の減少 -1,281,525 1,281,525

    貸付金・基金等の増加 1,171,045 -1,171,045

    貸付金・基金等の減少 -1,628,805 1,628,805

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 83,165 83,165

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -113,289 -160,122 46,833

本年度末純資産残高 37,738,984 43,614,959 -5,875,976

純資産変動計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2年3月31日



【様式第4号】

自治体名：佐久穂町

会計：一般会計等 （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 69,441

本年度歳計外現金増減額 -

本年度末歳計外現金残高 69,441

本年度末現金預金残高 442,503

    その他の収入 7,384

財務活動収支 -82,704

本年度資金収支額 1,156

前年度末資金残高 371,907

本年度末資金残高 373,063

  財務活動支出 1,206,464

    地方債償還支出 1,206,464

    その他の支出 -

  財務活動収入 1,123,760

    地方債発行収入 1,116,376

    貸付金元金回収収入 72,423

    資産売却収入 92,838

    その他の収入 -

投資活動収支 -939,430

【財務活動収支】

    貸付金支出 89,420

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,391,266

    国県等補助金収入 -

    基金取崩収入 1,226,005

【投資活動収支】

  投資活動支出 2,330,696

    公共施設等整備費支出 1,594,710

    基金積立金支出 644,286

    投資及び出資金支出 2,280

  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 1,023,290

  業務収入 7,076,937

    税収等収入 5,863,887

    国県等補助金収入 866,069

    使用料及び手数料収入 108,678

    その他の収入 238,303

    移転費用支出 2,761,807

      補助金等支出 1,355,167

      社会保障給付支出 533,798

      他会計への繰出支出 870,540

      その他の支出 2,302

    業務費用支出 3,291,840

      人件費支出 1,486,692

      物件費等支出 1,767,311

      支払利息支出 29,887

      その他の支出 7,950

資金収支計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 6,053,647


