
【様式第1号】

自治体名：小谷村

会計：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 28,168,026,172   固定負債 5,084,532,685

    有形固定資産 24,076,833,288     地方債 4,375,551,685

      事業用資産 7,947,714,376     長期未払金 -

        土地 922,685,278     退職手当引当金 708,981,000

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 13,669,377,172     その他 -

        建物減価償却累計額 -6,783,456,017   流動負債 606,650,923

        工作物 42,855,609     １年内償還予定地方債 564,966,630

        工作物減価償却累計額 -5,564,588     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 36,579,000

        航空機 -     預り金 5,105,293

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 5,691,183,608

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 101,816,922   固定資産等形成分 30,399,172,165

      インフラ資産 15,841,208,111   余剰分（不足分） -5,501,502,761

        土地 13,773,276

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        工作物 42,756,866,122

        工作物減価償却累計額 -26,985,051,287

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 55,620,000

      物品 870,018,063

      物品減価償却累計額 -582,107,262

    無形固定資産 75,131,332

      ソフトウェア 75,131,332

      その他 -

    投資その他の資産 4,016,061,552

      投資及び出資金 74,325,000

        有価証券 2,184,000

        出資金 72,141,000

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 67,569,055

      長期貸付金 -

      基金 3,896,482,497

        減債基金 64,768,340

        その他 3,831,714,157

      その他 -

      徴収不能引当金 -22,315,000

  流動資産 2,420,826,840

    現金預金 181,128,847

    未収金 9,793,000

    短期貸付金 -

    基金 2,231,145,993

      財政調整基金 2,231,145,993

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -1,241,000 純資産合計 24,897,669,404

資産合計 30,588,853,012 負債及び純資産合計 30,588,853,012

貸借対照表
（令和2年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：小谷村

会計：一般会計等 （単位：円）

    その他 -

純行政コスト 3,780,971,536

    その他 -

  臨時利益 669,390

    資産売却益 669,390

    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 3,738,422,170

  臨時損失 43,218,756

    災害復旧事業費 43,218,756

  経常収益 183,295,076

    使用料及び手数料 67,129,130

    その他 116,165,946

      社会保障給付 123,945,307

      他会計への繰出金 202,215,791

      その他 3,066,140

        その他 3,298,560

    移転費用 987,745,790

      補助金等 658,518,552

      その他の業務費用 22,720,788

        支払利息 19,341,228

        徴収不能引当金繰入額 81,000

        維持補修費 106,327,469

        減価償却費 1,244,076,259

        その他 8,178,673

        その他 239,000,739

      物件費等 2,158,385,799

        物件費 799,803,398

        職員給与費 468,148,130

        賞与等引当金繰入額 36,579,000

        退職手当引当金繰入額 9,137,000

  経常費用 3,921,717,246

    業務費用 2,933,971,456

      人件費 752,864,869

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：小谷村

会計：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 25,414,677,084 31,294,863,434 -5,880,186,350

  純行政コスト（△） -3,780,971,536 -3,780,971,536

  財源 3,259,961,856 3,259,961,856

    税収等 2,907,336,428 2,907,336,428

    国県等補助金 352,625,428 352,625,428

  本年度差額 -521,009,680 -521,009,680

  固定資産等の変動（内部変動） -899,693,269 899,693,269

    有形固定資産等の増加 926,775,688 -926,775,688

    有形固定資産等の減少 -1,244,076,259 1,244,076,259

    貸付金・基金等の増加 202,176,406 -202,176,406

    貸付金・基金等の減少 -784,569,104 784,569,104

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 4,002,000 4,002,000

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -517,007,680 -895,691,269 378,683,589

本年度末純資産残高 24,897,669,404 30,399,172,165 -5,501,502,761

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：小谷村

会計：一般会計等 （単位：円）

前年度末歳計外現金残高 3,562,623

本年度歳計外現金増減額 1,542,670

本年度末歳計外現金残高 5,105,293

本年度末現金預金残高 181,128,847

    その他の収入 -

財務活動収支 -328,337,221

本年度資金収支額 60,419,467

前年度末資金残高 115,604,087

本年度末資金残高 176,023,554

  財務活動支出 628,856,221

    地方債償還支出 628,856,221

    その他の支出 -

  財務活動収入 300,519,000

    地方債発行収入 300,519,000

    貸付金元金回収収入 15,000,000

    資産売却収入 669,390

    その他の収入 -

投資活動収支 -230,615,704

【財務活動収支】

    貸付金支出 15,000,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 898,336,390

    国県等補助金収入 113,271,000

    基金取崩収入 769,396,000

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,128,952,094

    公共施設等整備費支出 926,775,688

    基金積立金支出 187,176,406

    投資及び出資金支出 -

  臨時支出 43,218,756

    災害復旧事業費支出 43,218,756

    その他の支出 -

  臨時収入 17,957,000

業務活動収支 619,372,392

  業務収入 3,309,710,135

    税収等収入 2,904,937,831

    国県等補助金収入 221,397,428

    使用料及び手数料収入 67,208,930

    その他の収入 116,165,946

    移転費用支出 987,745,790

      補助金等支出 658,518,552

      社会保障給付支出 123,945,307

      他会計への繰出支出 202,215,791

      その他の支出 3,066,140

    業務費用支出 1,677,330,197

      人件費支出 740,380,869

      物件費等支出 917,608,100

      支払利息支出 19,341,228

      その他の支出 -

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 2,665,075,987


