
【様式第1号】

自治体名：佐久穂町

会計：連結会計 （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 44,216,272   固定負債 7,901,927

    有形固定資産 36,604,428     地方債等 5,659,236

      事業用資産 14,607,207     長期未払金 -

        土地 6,634,366     退職手当引当金 2,127,308

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 -     その他 115,383

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 1,645,923

        建物 21,857,816     １年内償還予定地方債等 1,353,820

        建物減価償却累計額 -15,394,437     未払金 43,577

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 1,121,043     前受金 235

        工作物減価償却累計額 -825,248     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 168,153

        船舶 -     預り金 76,897

        船舶減価償却累計額 -     その他 3,240

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 9,547,851

        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 46,197,235

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -8,711,912

        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 2,065,829

      物品減価償却累計額 -1,727,822

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 64,099

      ソフトウェア -

      その他 64,099

    投資その他の資産 7,547,744

      投資及び出資金 26,763

        有価証券 -

        出資金 26,721

        その他 42

      長期延滞債権 144,266

      長期貸付金 31,515

      基金 6,772,305

        減債基金 520,719

        その他 6,251,585

      その他 581,482

      徴収不能引当金 -8,586

  流動資産 2,816,902

    現金預金 584,691

    未収金 220,317

    短期貸付金 -

    基金 1,980,964

      財政調整基金 1,980,957

      減債基金 7

    棚卸資産 3,372

    その他 30,071

    徴収不能引当金 -2,513

  繰延資産 - 純資産合計 37,485,323

資産合計 47,033,174 負債及び純資産合計 47,033,174

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：連結会計 （単位：千円）

    資産売却益 92,974

    その他 -

純行政コスト 10,413,189

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 18

  臨時利益 92,974

  臨時損失 2,986

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 2,969

    使用料及び手数料 1,525,992

    その他 401,123

純経常行政コスト 10,503,176

      社会保障給付 1,774,466

      その他 6,755

  経常収益 1,927,115

        その他 101,083

    移転費用 5,458,146

      補助金等 3,676,926

      その他の業務費用 142,204

        支払利息 40,033

        徴収不能引当金繰入額 1,089

        維持補修費 496,940

        減価償却費 1,496,916

        その他 14,603

        その他 290,407

      物件費等 3,930,252

        物件費 1,921,794

        職員給与費 2,501,010

        賞与等引当金繰入額 115,506

        退職手当引当金繰入額 -7,235

  経常費用 12,430,291

    業務費用 6,972,144

      人件費 2,899,689

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



【様式第3号】

自治体名：佐久穂町

会計：連結会計 （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 37,507,678 46,572,145 -9,064,467 -

  純行政コスト（△） -10,413,189 -10,413,189 -

  財源 10,249,299 10,249,299 -

    税収等 7,434,455 7,434,455 -

    国県等補助金 2,814,843 2,814,843 -

  本年度差額 -163,890 -163,890 -

  固定資産等の変動（内部変動） -516,421 516,421

    有形固定資産等の増加 1,463,988 -1,463,988

    有形固定資産等の減少 -1,500,209 1,500,209

    貸付金・基金等の増加 1,608,528 -1,608,528

    貸付金・基金等の減少 -2,088,728 2,088,728

  資産評価差額 -1,276 -1,276

  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 4,401 4,700 -299 -

  その他 -44 -367 323

  本年度純資産変動額 -22,355 -374,910 352,555 -

本年度末純資産残高 37,485,323 46,197,235 -8,711,912 -

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：連結会計 （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 69,730

本年度歳計外現金増減額 958

本年度末歳計外現金残高 70,687

本年度末現金預金残高 584,691

財務活動収支 -334,078

本年度資金収支額 25,056

前年度末資金残高 489,226

比例連結割合変更に伴う差額 -279

本年度末資金残高 514,004

    地方債等償還支出 1,546,174

    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

    資産売却収入 92,932

    その他の収入 94,285

投資活動収支 -837,807

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,546,174

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,532,770

    国県等補助金収入 -

    基金取崩収入 1,273,130

    貸付金元金回収収入 72,423

  投資活動支出 2,370,577

    公共施設等整備費支出 1,616,603

    基金積立金支出 662,274

    投資及び出資金支出 2,280

    貸付金支出 89,420

    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 1,196,941

【投資活動収支】

    税収等収入 8,127,727

    国県等補助金収入 2,814,843

    使用料及び手数料収入 1,576,253

    その他の収入 495,128

  臨時支出 18

    移転費用支出 6,351,007

      補助金等支出 4,556,528

      社会保障給付支出 1,774,466

      その他の支出 20,013

  業務収入 13,013,952

    業務費用支出 5,465,986

      人件費支出 2,894,177

      物件費等支出 2,449,080

      支払利息支出 47,853

      その他の支出 74,876

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 11,816,993


