
【様式第1号】

自治体名：佐久穂町

会計：全体会計 （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 43,335,828   固定負債 7,310,690

    有形固定資産 36,337,539     地方債等 5,659,006

      事業用資産 14,359,044     長期未払金 -

        土地 6,536,356     退職手当引当金 1,536,324

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 -     その他 115,360

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 1,631,512

        建物 21,118,149     １年内償還予定地方債等 1,353,407

        建物減価償却累計額 -14,786,333     未払金 42,765

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 1,084,583     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -807,378     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 156,732

        船舶 -     預り金 75,668

        船舶減価償却累計額 -     その他 2,940

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 8,942,202

        浮標等 - 【純資産の部】

        浮標等減価償却累計額 -   固定資産等形成分 45,258,530

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -8,204,051

        航空機 -   他団体出資等分 -

        航空機減価償却累計額 -

        航空機減損損失累計額 -

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 1,213,667

      インフラ資産 21,659,215

        土地 579,024

        土地減損損失累計額 -

        建物 115,336

        建物減価償却累計額 -101,338

        建物減損損失累計額 -

        工作物 41,522,683

        工作物減価償却累計額 -20,482,060

        工作物減損損失累計額 -

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 25,570

      物品 1,941,284

      物品減価償却累計額 -1,622,003

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 960

      ソフトウェア -

      その他 960

    投資その他の資産 6,997,328

      投資及び出資金 26,721

        有価証券 -

        出資金 26,721

        その他 -

      長期延滞債権 144,221

      長期貸付金 31,515

      基金 6,221,981

        減債基金 520,719

        その他 5,701,262

      その他 581,475

      徴収不能引当金 -8,584

  流動資産 2,660,853

    現金預金 517,256

    未収金 220,036

    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 3,372

    その他 -

    徴収不能引当金 -2,513

  繰延資産 - 純資産合計 37,054,479

資産合計 45,996,681 負債及び純資産合計 45,996,681

連結貸借対照表
（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：全体会計 （単位：千円）

連結行政コスト計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2年3月31日

科目名 金額

  経常費用 11,264,288

    業務費用 6,616,511

      人件費 2,740,964

        職員給与費 2,353,953

        賞与等引当金繰入額 104,085

        退職手当引当金繰入額 -5,557

        その他 288,483

      物件費等 3,757,948

        物件費 1,794,761

        維持補修費 486,748

        減価償却費 1,462,083

        その他 14,356

      その他の業務費用 117,598

        支払利息 40,006

        徴収不能引当金繰入額 1,086

        その他 76,507

    移転費用 4,647,777

      補助金等 4,102,415

      社会保障給付 538,731

      その他 6,631

  経常収益 1,817,001

    使用料及び手数料 1,478,041

    その他 338,960

純経常行政コスト 9,447,287

  臨時損失 18

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 18

  臨時利益 92,838

    資産売却益 92,838

    その他 -

純行政コスト 9,354,466



【様式第3号】

自治体名：佐久穂町

会計：全体会計 （単位：千円）

科目名 合計 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 37,064,433 45,610,363 -8,545,930 -

  純行政コスト（△） -9,354,466 -9,354,466 -

  財源 9,206,057 9,206,057 -

    税収等 6,928,103 6,928,103 -

    国県等補助金 2,277,955 2,277,955 -

  本年度差額 -148,409 -148,409 -

  固定資産等の変動（内部変動） -490,287 490,287

    有形固定資産等の増加 1,456,176 -1,456,176

    有形固定資産等の減少 -1,462,408 1,462,408

    貸付金・基金等の増加 1,597,245 -1,597,245

    貸付金・基金等の減少 -2,081,300 2,081,300

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 138,454 138,454

  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 - - - -

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -9,954 -351,833 341,878 -

本年度末純資産残高 37,054,479 45,258,530 -8,204,051 -

連結純資産変動計算書
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：全体会計 （単位：千円）

連結資金収支計算書
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 9,796,898

    業務費用支出 5,149,121

      人件費支出 2,734,141

      物件費等支出 2,311,597

      支払利息支出 47,826

      その他の支出 55,557

    移転費用支出 4,647,777

      補助金等支出 4,102,415

      社会保障給付支出 538,731

      その他の支出 6,631

  業務収入 10,986,129

    税収等収入 6,746,627

    国県等補助金収入 2,277,955

    使用料及び手数料収入 1,528,303

    その他の収入 433,245

  臨時支出 18

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 18

  臨時収入 -

業務活動収支 1,189,213

【投資活動収支】

  投資活動支出 2,348,005

    公共施設等整備費支出 1,605,314

    基金積立金支出 650,991

    投資及び出資金支出 2,280

    貸付金支出 89,420

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,520,818

    国県等補助金収入 -

    基金取崩収入 1,261,272

    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 94,285

投資活動収支 -827,187

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,544,299

    地方債等償還支出 1,544,299

    その他の支出 -

  財務活動収入 1,212,096

    地方債等発行収入 1,125,376

    その他の収入 86,720

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 517,256

財務活動収支 -332,203

本年度資金収支額 29,824

前年度末資金残高 417,992

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 447,816


