
【様式第1号】

一般会計等 （単位：円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 49,783,869,673   固定負債 6,617,618,382

    有形固定資産 47,474,390,890     地方債 5,517,639,382

      事業用資産 13,561,136,306     長期未払金 -

        土地 3,699,035,142     退職手当引当金 1,099,979,000

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 14,170,063,482     その他 -

        建物減価償却累計額 -7,837,731,080   流動負債 785,761,670

        工作物 6,451,206,850     １年内償還予定地方債 675,835,156

        工作物減価償却累計額 -3,151,019,888     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 61,477,065

        航空機 -     預り金 48,449,449

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 7,403,380,052

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 229,581,800   固定資産等形成分 51,487,504,423

      インフラ資産 33,760,001,433   余剰分（不足分） -6,410,131,759

        土地 1,650,471,220

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        工作物 85,029,635,182

        工作物減価償却累計額 -53,859,136,184

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 939,031,215

      物品 817,071,988

      物品減価償却累計額 -663,818,837

    無形固定資産 -

      ソフトウェア -

      その他 -

    投資その他の資産 2,309,478,783

      投資及び出資金 127,390,101

        有価証券 -

        出資金 127,390,101

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 72,735,968

      長期貸付金 14,575,000

      基金 2,104,860,956

        減債基金 -

        その他 2,104,860,956

      その他 -

      徴収不能引当金 -10,083,242

  流動資産 2,696,883,043

    現金預金 980,839,790

    未収金 15,525,313

    短期貸付金 -

    基金 1,703,634,750

      財政調整基金 1,695,665,284

      減債基金 7,969,466

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -3,116,810 純資産合計 45,077,372,664

資産合計 52,480,752,716 負債及び純資産合計 52,480,752,716

貸借対照表
（令和2年3月31日現在）



【様式第2号】

一般会計等 （単位：円）

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 7,420,971,657

    業務費用 5,136,510,357

      人件費 1,361,579,504

        職員給与費 856,106,925

        賞与等引当金繰入額 61,477,065

        退職手当引当金繰入額 234,045,000

        その他 209,950,514

      物件費等 3,724,078,812

        物件費 1,137,007,374

        維持補修費 149,682,878

        減価償却費 2,437,388,560

        その他 -

      その他の業務費用 50,852,041

        支払利息 27,164,713

        徴収不能引当金繰入額 5,434,133

        その他 18,253,195

    移転費用 2,284,461,300

      補助金等 1,200,071,720

      社会保障給付 369,550,768

      他会計への繰出金 679,398,853

      その他 35,439,959

  経常収益 424,567,152

    使用料及び手数料 75,252,602

    その他 349,314,550

純経常行政コスト 6,996,404,505

  臨時損失 2

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 2

    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 6,993,951,807

    その他 -

  臨時利益 2,452,700

    資産売却益 2,452,700



【様式第3号】

一般会計等 （単位：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 45,645,731,523 51,966,805,653 -6,321,074,130

  純行政コスト（△） -6,993,951,807 -6,993,951,807

  財源 6,422,793,307 6,422,793,307

    税収等 5,309,440,107 5,309,440,107

    国県等補助金 1,113,353,200 1,113,353,200

  本年度差額 -571,158,500 -571,158,500

  固定資産等の変動（内部変動） -482,100,871 482,100,871

    有形固定資産等の増加 - -

    有形固定資産等の減少 -715,145,193 715,145,193

    貸付金・基金等の増加 291,504,322 -291,504,322

    貸付金・基金等の減少 -58,460,000 58,460,000

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 2,799,641 2,799,641

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -568,358,859 -479,301,230 -89,057,629

本年度末純資産残高 45,077,372,664 51,487,504,423 -6,410,131,759

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】

一般会計等 （単位：円）

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 4,716,874,546

    業務費用支出 2,462,413,246

      人件費支出 1,130,305,086

      物件費等支出 1,295,725,722

      支払利息支出 27,164,713

      その他の支出 9,217,725

    移転費用支出 2,254,461,300

      補助金等支出 1,200,071,720

      社会保障給付支出 369,550,768

      他会計への繰出支出 679,398,853

      その他の支出 5,439,959

  業務収入 6,854,528,362

    税収等収入 5,326,259,186

    国県等補助金収入 1,113,353,200

    使用料及び手数料収入 75,207,472

    その他の収入 339,708,504

  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 2,137,653,816

【投資活動収支】

  投資活動支出 2,059,365,502

    公共施設等整備費支出 1,767,861,180

    基金積立金支出 287,054,322

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 4,450,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 65,587,000

    国県等補助金収入 -

    基金取崩収入 55,940,000

    貸付金元金回収収入 4,020,000

    資産売却収入 5,627,000

    その他の収入 -

投資活動収支 -1,993,778,502

【財務活動収支】

  財務活動支出 590,984,588

    地方債償還支出 590,984,588

    その他の支出 -

  財務活動収入 774,037,000

    地方債発行収入 774,037,000

前年度末歳計外現金残高 40,919,486

本年度歳計外現金増減額 7,529,963

本年度末歳計外現金残高 48,449,449

本年度末現金預金残高 980,839,790

    その他の収入 -

財務活動収支 183,052,412

本年度資金収支額 326,927,726

前年度末資金残高 605,462,615

本年度末資金残高 932,390,341



自治体名：嬬恋村 年度：令和元年度
会計：一般会計等

（単位：円）

区分
前年度末残高 

(A)
本年度増加額 

(B)
本年度減少額 

(C)

本年度末残高 
(A)+(B)-(C) 

(D)

本年度末 
減価償却累計額 

(E)

本年度減価償却額 
(F)

差引本年度末残高 
(D)-(E) 

(G)

事業用資産 23,982,427,241 640,749,933 73,289,900 24,549,887,274 10,988,750,968 660,518,599 13,561,136,306
　土地 3,685,963,221 16,246,221 3,174,300 3,699,035,142 - - 3,699,035,142
　立木竹 - - - - - - -
　建物 13,570,669,360 111,185,272 8,230,000 13,673,624,632 7,775,328,077 303,997,845 5,898,296,555
　建物付属設備 317,732,850 178,706,000 - 496,438,850 62,403,003 17,852,400 434,035,847
　工作物 6,292,025,010 159,181,840 - 6,451,206,850 3,151,019,888 338,668,354 3,300,186,962
　船舶 - - - - - - -
　浮標等 - - - - - - -
　航空機 - - - - - - -
　その他の有形固定資産 - - - - - - -
　建設仮勘定 116,036,800 175,430,600 61,885,600 229,581,800 - - 229,581,800
インフラ資産 86,464,357,495 1,318,850,154 164,070,032 87,619,137,617 53,859,136,184 1,728,574,557 33,760,001,433
　土地 1,650,390,020 81,200 0 1,650,471,220 0 0 1,650,471,220
　建物 - - - - - - -
　公共工作物 84,170,274,336 859,360,846 0 85,029,635,182 53,859,136,184 1,728,574,557 31,170,498,998
　公共用財産建設仮勘定 643,693,139 459,408,108 164,070,032 939,031,215 - - 939,031,215
物品 781,669,622 37,016,366 1,614,000 817,071,988 663,818,837 48,295,404 153,253,151
　機械器具 - - - - - - -
　物品 781,669,622 37,016,366 1,614,000 817,071,988 663,818,837 48,295,404 153,253,151
　美術品 - - - - - - -
合計 111,228,454,358 1,996,616,453 238,973,932 112,986,096,879 65,511,705,989 2,437,388,560 47,474,390,890

区分
生活インフラ・ 

国土保全
教育 福祉 環境衛生 産業振興 消防 総務 合計

事業用資産 521,212,250 4,137,741,751 167,438,391 44,877,974 156,597,257 27,103,546 2,267,203,951 13,561,136,306
　土地 253,930,013 1,068,018,863 9,996,494 44,877,973 59,817,353 25,004,742 1,922,323,732 3,699,035,142
　立木竹 - - - - - - - -
　建物 242,780,222 3,069,722,888 157,441,897 1 85,245,129 2,098,804 344,880,219 5,898,296,555
　建物付属設備 - - - - - - - 434,035,847
　工作物 24,502,015 - - - 11,534,775 - - 3,300,186,962
　船舶 - - - - - - - -
　浮標等 - - - - - - - -
　航空機 - - - - - - - -
　その他の有形固定資産 - - - - - - - -
　建設仮勘定 - - - - - - - 229,581,800
インフラ資産 20,055,596,957 - - - - - 1,152,040,705 33,760,001,433
　土地 495,537,232 - - - - - 1,152,040,705 1,648,338,403
　建物 0 0 0 0 0 0 0 0
　公共工作物 19,560,059,725 0 0 0 0 0 0 32,109,530,213
物品 26 59 173,761 - - 337,658 1,292,086 153,253,151
　機械器具 - - - - - - - -
　物品 26 59 173,761 - - 337,658 1,292,086 153,253,151
　美術品 - - - - - - - -
合計 20,576,809,233 4,137,741,810 167,612,152 44,877,974 156,597,257 27,441,204 3,420,536,742 47,474,390,890

有形固定資産の明細

有形固定資産に係る行政目的別の明細



投資及び出資金の明細 （一般会計等）

自治体名：嬬恋村
年度：令和元年度

市場価格のあるもの (単位：円)

銘柄名
株数・口数など 

(A)
時価単価 

(B)

貸借対照表計上額 
(A) X (B) 

(C)

取得単価 
(D)

取得原価 
(A) X (D) 

(E)

評価差額 
(C) - (E) 

(F)

(参考)財産に関する 
調書記載額

合計

市場価格のないもののうち連結対象団体に対するもの (単位：円)

相手先名 出資金額 貸借対照表計上額 
(参考)財産に関する 

調書記載額

吾妻ふるさと市町村圏基金出資金 83,563,000 83,563,000 83,563,000

市場価格のないもののうち連結対象団体以外に対するもの (単位：円)

相手先名
出資金額 

(A)
資産 
(B)

負債 
(C)

純資産額 
(B) - (C) 

(D)

資本金 
(E)

出資割合(%) 
(A) / (E) 

(F)

実質価額 
(D) X (F) 

(G)

強制評価減 
(H)

貸借対照表計上額 
(A) - (H) 

(I)

(参考)財産に関する 
調書記載額

ぐんまみらい信用組合 100,000 335,200,522,000 311,611,694,000 23,588,828,000 22,281,000,000 0.0004% 105,870 0 100,000 100,000

群馬県信用保証協会 20,000,000 420,793,006,000 365,321,010,000 55,471,996,000 7,385,058,000 0.2708% 150,227,652 0 20,000,000 20,000,000

群馬県農業信用基金協会 2,830,000 136,470,480,000 129,550,540,000 6,919,940,000 4,833,410,000 0.0586% 4,051,680 0 2,830,000 2,830,000

群馬県農業公社 1,651,100 786,876,000 105,550,000 681,326,000 631,121,000 0.2616% 1,782,443 0 1,651,100 1,651,100

群馬県畜産協会基金 180,000 2,041,472,216 123,817,389 1,917,654,827 985,200,000 0.0183% 350,363 0 180,000 180,000

群馬県健康づくり財団 134,001 4,675,346,000 1,406,094,000 3,269,252,000 530,000,000 0.0253% 826,572 0 134,001 134,001

群馬長寿社会づくり財団 309,000 351,460,000 140,564,000 210,896,000 150,000,000 0.2060% 434,446 0 309,000 309,000

群馬県蚕糸振興基金 261,000 1,241,185,000 15,339,000 1,225,846,000 1,229,234,000 0.0212% 260,281 0 261,000 261,000

群馬県消防協会 1,522,000 802,615,000 4,345,000 798,270,000 784,452,000 0.1940% 1,548,810 0 1,522,000 1,522,000

吾妻森林組合 15,140,000 607,128,279 215,669,740 391,458,539 65,780,000 23.0161% 90,098,545 0 15,140,000 15,140,000

地方公営企業等金融機構 1,700,000 24,346,700,000,000 24,022,803,000,000 323,897,000,000 16,602,000,000 0.0102% 33,166,179 0 1,700,000 1,700,000

合計 43,827,101 25,249,670,090,495 24,831,297,623,129 418,372,467,366 55,477,255,000 0.0790% 330,514,774 0 43,827,101 43,827,101



基金の明細
自治体名：嬬恋村
年度：令和元年度
一般会計等 (単位：円)

種類 現金預金 有価証券 土地 その他
合計 

(貸借対照表計上額)

財政調整基金 1,695,665,284 1,695,665,284

減債基金 7,969,466 7,969,466

福祉基金 6,157,905 6,157,905

振興開発基金 1,474,932,408 1,474,932,408

文化振興基金 5,879,967 5,879,967

文化会館建設基金 335,790,000 335,790,000

愛する嬬恋基金 278,400,595 278,400,595

奨学準備資金基金 2,800,081 2,800,081

県証紙購入基金 400,000 400,000

収入印紙購入基金 500,000 500,000

合計 3,808,495,706 3,808,495,706



貸付金の明細
自治体名：嬬恋村
年度：令和元年度
一般会計等

貸借対照表計上額
徴収不能引当金 

計上額
貸借対照表計上額

徴収不能引当金 
計上額

奨学資金貸付金 6,510,000

生活困窮者援護貸付金 555,000

医療従事者資格取得奨学金貸与金 7,510,000

合計 14,575,000 0 0 0

相手先名または種別
長期貸付金 短期貸付金



長期延滞債権の明細 未収金の明細
自治体名：嬬恋村 自治体名：嬬恋村
年度：令和元年度 年度：令和元年度
一般会計等 (単位：円) 一般会計等 (単位：円)

相手先名または種別 貸借対照表計上額 徴収不能引当金計上額 相手先名または種別 貸借対照表計上額 徴収不能引当金計上額

【貸付金】 【貸付金】

小計 小計

【未収金】 【未収金】

住民税 10,818,523 1,384,733 住民税 4,236,958 6,010

固定資産税 60,882,745 8,485,670 固定資産税 10,766,344 3,083,000

軽自動車税 1,034,700 212,839 軽自動車税 376,631 27,800

共同霊園手数料 25,380

生活困窮者援護貸付金 120,000

小計 15,525,313 3,116,810

合計 15,525,313 3,116,810

合計 72,735,968 10,083,242



地方債等（借入先別）の明細
自治体名：嬬恋村
年度：令和元年度
一般会計等

うち1年内償還予定 うち共同発行債 うち住民公募債

【通常分】

公共事業等債 20,523,288 7,217,381 20,523,288

一般単独事業債 504,690,569 73,142,156 1,627,887 346,562,682 156,500,000

義務教育施設整備事業債 318,825,956 58,361,325 177,085,956 141,740,000

辺地対策事業債 146,270,898 28,525,304 146,270,898

災害復旧事業債 200,097,662 3,501,485 200,097,662

過疎対策事業債 1,762,854,206 196,993,339 1,762,854,206

（旧）緊急防災・減災事業分 89,991,278 29,877,304 89,991,278

防災減災国土強靭化事業債 1,900,000 1,900,000

【特別分】

臨時財政対策債 3,084,691,472 258,165,878 2,761,321,780 323,369,692

減税補てん債 20,000,988 5,653,758 20,000,988

財源対策債 43,628,221 15,025,487 32,096,755 11,531,466

　合計 6,193,474,538 676,463,417 5,211,870,698 681,463,840 0 300,140,000 0 0 0 0

地方債等（利率別）の明細 (単位：円)

地方債等残高 1.5%以下
1.5%超 

2.0%以下
2.0%超 

2.5%以下
2.5%超 

3.0%以下
3.0%超 

3.5%以下
3.5%超 

4.0%以下
4.0%超

(参考) 
加重平均 利率

6,193,474,538 5,899,978,888 223,637,004 40,025,778 15,912,418 13,920,450 0

地方債等（返済期間別）の明細 (単位：円)

地方債等残高 1年以内
1年超 

2年以内
2年超 

3年以内
3年超 

4年以内
4年超 

5年以内
5年超 

10年以内
10年超 

15年以内
15年超 

20年以内
20年超

6,193,474,538 675,835,156 691,514,444 687,371,147 612,016,321 585,826,238 2,075,400,007 696,122,278 169,388,947

特定の契約条項が付された地方債の概要
特定の契約条項が

付された地方債残高

該当なし

種類 地方債等残高 政府資金
地方公共団体 

金融機構
市中銀行

契約条項の概要

その他の 
金融機関

地方公募債 その他



引当金の明細
自治体名：嬬恋村
年度：令和元年度
一般会計等 (単位：円)

目的使用 その他

退職手当引当金 865,934,000 234,045,000 1,099,979,000

賞与引当金 64,247,647 2,770,582 61,477,065

徴収不能引当金（一般会計） 17,201,965 12,408,503 16,410,416 13,200,052

合計 947,383,612 246,453,503 19,180,998 1,174,656,117

区分 前年度末残高 本年度増加額 本年度末残高
本年度減少額



補助金等の明細
自治体名：嬬恋村
年度：令和元年度
一般会計等 （単位：円）

区分 名称 金額 支出目的

計

広域消防運営負担金 195,909,000
西吾妻環境衛生施設組合負担金 182,215,229
後期高齢者医療事業 110,887,326
西吾妻福祉病院一部事務組合負担金 106,851,000
職員人件費 76,384,671
多面的機能支払交付金事業 66,913,762
県営事業負担金 51,030,000
西吾妻衛生施設組合負担金 43,422,000
社会福祉協議会補助金 28,649,000
観光団体負担金 25,000,000
商工業活性化対策事業 22,006,000
職員人件費 17,378,352
「野菜王国・ぐんま」強化対策総合事業 16,933,000
被災者生活再建支援事業（災害復旧） 15,084,000
道路改築事業 13,650,000
老人福祉施設入所措置事業 13,167,000
吾妻広域町村圏振興事業 11,630,000
嬬恋村野菜集出荷施設補修費補助事業 10,413,000
嬬恋農業のイメージアップ事業 10,000,000
吾妻広域火葬場運営費負担金 9,909,000
プレミアム付商品券事業 9,373,500
商工振興事業 9,295,000
吾妻広域中之条病院負担金 9,275,000
消防団婦人消防隊活性化事業 7,834,998
スポーツ振興事業 7,496,200
地域振興補助事業 7,162,240
マラソン大会補助事業 6,920,000
地域生活支援事業 5,672,000
嬬恋村ジオパーク推進事業 5,495,251
観光振興事業 5,327,000
その他 98,788,191

合計 1,200,071,720

他団体への公共施設等
整備補助金等 
(所有外資産分)

その他補助金等



財源の明細 資金の明細
自治体名：嬬恋村 自治体名：嬬恋村
年度：令和元年度 年度：令和元年度
一般会計等 (単位：円) 一般会計等 (単位：円)

区分 金額 種類 前年度末残高 本年度末残高

税収等 村税 1,899,009,030 要求払預金 605,462,615 932,390,341

地方譲与税 127,990,012

利子割交付金 1,296,000

配当割交付金 6,320,000

株式等譲渡所得割交付金 3,730,000

地方消費税交付金 173,007,000

ゴルフ場利用税交付金 10,422,020

自動車取得税交付金 19,279,595

自動車税環境性能割交付金 5,663,000

地方特例交付金 25,084,000

地方交付税 2,776,189,000

交通安全対策特別交付金 2,833,000

分担金及び負担金 19,911,215

使用料及び手数料 75,207,472

財産収入 90,498,105

寄附金 240,525,314

繰入金 70,940,000

繰越金 605,462,615

諸収入 258,857,399

村債 774,037,000

7,186,261,777

国庫支出金 365,008,033

県支出金 134,372,707

計 499,380,740

国庫支出金 291,551,833

県支出金 322,420,627

計 613,972,460

1,113,353,200

8,299,614,977

財源の内容

合計

小計

国県等補助金

資本的 
補助金

経常的 
補助金

小計



一般会計等注記表 

 

１．重要な会計方針 

（１）有形固定資産等の評価基準及び評価方法 

有形固定資産・・・・・・・・・・・・・・・・・・取得原価 

ただし、開始時の評価基準及び評価方法については、次のとおりです。 

ア  昭和 59 年度以前に取得したもの・・・・・再調達原価 

ただし、道路、河川及び水路の敷地は備忘価額 1 円としています。 

イ  昭和 60 年度以後に取得したもの 

・ 取得原価が判明しているもの・・・・・・・・取得原価 

・ 取得原価が不明なもの・・・・・・・・・・・再調達原価 

ただし、取得原価が不明なもの道路、河川及び水路の敷地は備忘価額１円としています。 

無形固定資産・・・・・取得原価 

ただし、開始時の評価基準及び評価方法については、次のとおりです。 

・ 取得原価が判明しているもの・・・・・・・・取得原価 

・ 取得原価が不明なもの・・・・・・・・・・・再調達原価 

（２）有価証券及び出資金の評価基準及び評価方法 

満期保有目的有価証券 ・・・・・・・・・・・・・・定額法 

満期保有目的以外の有価証券 

ア 市場価格のあるもの・・・・・・・・・・・・会計年度末における市場価格 

イ 市場価格のないもの・・・・・・・・・・・・取得原価又は定額法 

出資金 

ア 市場価格のあるもの・・・・・・・・・・・・会計年度末における市場価格 

イ 市場価格のないもの・・・・・・・・・・・・出資金額 

（３）有形固定資産等の減価償却の方法 

有形固定資産（事業用資産、インフラ資産）・・・・・定額法 

なお、主な耐用年数は以下のとおりです。 

建  物   ６年～５０年 

工作物   ５年～６０年 

物  品   ２年～１０年 

無形固定資産 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・定額法 

リース資産 

ア 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

自己所有の固定資産に適用する原価償却方法と同一の方法 

イ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

リース期間を耐用年数とし、残価価値をゼロとする定額法 

（３）引当金の計上基準及び算定方法 

・徴収不能引当金 



過去 5 年間の平均不納欠損率により徴収不能見込額を計上しております。 

長期延滞債権については、過去 5 年間の平均不納欠損率により徴収不能見込額を計上してい

ます。 

・賞与等引当金 

翌年度 6 月支給予定の期末・勤勉手当のうち、全支給対象期間に対する本年度の支給対象期

間の割合を乗じた額を計上しております。 

・退職給付等引当金 

退職手当債務のうち組合加入時以降の負担金の累計額から既に職員に対し退職手当として支

給された額の総額を控除した額に、組合における積立金額の運用益のうち当村へ按分される額を

加算した額を控除した額を計上しております。 

・損失補償引当金 

地方公共団体財政健全化法における損失補償債務等に係る一般会計等負担見込額算定方法に

従っております。 

（４）リース取引の処理方法 

ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行ってお

ります（少額リース資産及び短期のリース取引には 簡便的な取扱いをし、通常の賃貸借に係る方

法に準じて会計処理を行っております）。 

（５）資金収支計算書における資金の範囲 

現金（手許現金及び要求払預金）及び現金同等物（3 ヶ月以内の短期投資等）を資金の範囲と

しております。 

このうち現金同等物は、短期投資の他、出納整理期間中の取引により発生する資金の受払いも含

んでおります。 

（６）その他財務書類作成のための基本となる重要な事項 

・固定資産（償却資産）及びソフトウェアの計上基準 

物品については、取得価額又は見積価格が 50 万円（美術品は 300 万円）以上の場合に資産

として計上しています。 

・資本的支出と修繕費の区分基準 

資本的支出と修繕費の区分の基準については、金額が 100 万円未満であるときに修繕費とし

て処理しています。 

 

２．重要な会計方針の変更等 

（１）会計処理の原則または手続を変更した場合には、その旨、変更の理由及び当該変更が財務書類に与え

ている影響の内容 

該当なし 

（２）表示方法を変更 

該当なし 

（３）資金収支計算書における資金の範囲を変更した場合には、その旨、変更の理由及び当該変更が資金収

支計算書に与えている影響の内容 



該当なし 

 

３．重要な後発事象 

（１）主要な業務の改廃・・・・・・・・該当なし 

（２）組織・機構の大幅な変更・・・・・該当なし 

（３）地方財政制度の大幅な改正・・・・該当なし 

（４）重要な災害等の発生・・・・・・・該当なし 

（５）その他重要な後発事象・・・・・・該当なし 

 

４．偶発債務 

（１）保証債務及び損失補償債務負担の状況（総額、確定債務額及び履行すべき額が確定していないもの 

該当なし 

（２）係争中の訴訟等で損害賠償等の請求を受けているもの 

該当なし 

（３）その他主要な偶発債務 

該当なし 

 

５．追加情報 

（１）財務書類の内容を理解するために必要と認められる事項 

１）一般会計等財務書類の対象範囲（対象とする会計） 

一般会計 

２）一般会計等と普通会計の対象範囲等の差異 

該当なし   

３）出納整理期間について 

財務書類の作成基準日は、会計年度末（3 月 31 日）ですが、出納整理期間中の現金の受払い等

を終了した後の計数をもって会計年度末の計数としております。 

４）表示単位未満の金額は四捨五入する 

５）地方公共団体の財政の健全化に関する法律における健全化判断比率の状況は、次のとおりです。 

実質赤字比率      － ％ 

連結実質赤字比率    － ％ 

実質公債費比率    ９．０％ 

将来負担比率      － ％ 

６）利子補給等に係る債務負担行為の翌年度以降の支出予定額       １，６８６千円 

７）繰越事業に係る将来の支出予定額                ２，１８９，６３７千円 

（２）貸借対照表に係る事項 

１）売却可能資産の範囲及び内訳は次のとおりです。 

ア 範囲 

普通財産のうち活用が図られていない公共資産 



イ 内訳 

事業用資産 

土地          ３７６，３２６千円 

建物                  － 

工作物                 － 

インフラ資産 

土地                  － 

建物                  － 

工作物                 － 

物品                  － 

令和２年３月３１日時点における売却可能価額を記載しています。 

売却可能額は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律における評価方法によっています。 

２）減価償却額累計額 

事業用資産    １０，９８８，７５１千円 

建物       ７，８３７，７３１千円 

工作物       ３，１５１，０２０千円 

インフラ資産    ５４，５２２，９５５千円 

建物                  － 

工作物      ５３，８５９，１３６千円 

物品           ６６３，８１９千円 

３）減債基金に係る積立不足額     該当なし 

４）基金借入金（繰り替え運用）    該当なし 

５）地方交付税措置のある地方債のうち、将来の普通交付税の算定基礎である基準財政需要額に含まれ

ることが見込まれる金額 ５，０９３，９１０千円 

６）地方公共団体の財政の健全化に関する法律における将来負担率の算定要素は、次のとおりです。 

標準財政規模                     ４，２５０，１０５千円 

元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額    ２２８，４４９千円 

将来負担額                     １０，２７０，９３９千円 

充当可能基金額                    ４，３１９，３５１千円 

地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込み額    ６，５２１，８２７千円 

 

７．純資産変動計算書に係る事項 

純資産における固定資産等形成分及び余剰分（不足分）の内容 

（１）固定資産形成分 

固定資産の額に流動資産における短期貸付金及び基金等を加えた額を計上しています。 

（２）余剰分（不足分） 

純資産合計額のうち、固定資産等形成分を差し引いた金額を計上しています。 

 



８.資金収支計算書に係る事項 

（１）基礎的財政収支                       １７３，５６０千円 

（２）既存の決算情報との関連性 

 収入（歳入） 支出（歳出） 

歳入歳出決算書 ８，２９９，６１５千円 ７，３６７，２２５千円 

財務書類の対象となる会計の範

囲の相違に伴う差額 
－ － 

資金収支計算書 ８，２９９，６１５千円 ７，３６７，２２５千円 

（３）一時借入金の資金収支計算書上、一時借入金の増減額は含まれていません。 

なお、一時借入金の限度額及び利子額は次のとおりです。 

一時借入金の限度額 ６００，０００千円 


