
【様式第1号】

自治体名：小谷村

会計：連結会計 （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 28,815,084,719   固定負債 5,228,346,570

    有形固定資産 24,473,620,858     地方債等 4,390,402,145

      事業用資産 8,331,312,706     長期未払金 -

        土地 944,178,963     退職手当引当金 836,119,945

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 -     その他 1,824,480

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 657,558,279

        建物 14,598,155,426     １年内償還予定地方債等 577,965,587

        建物減価償却累計額 -7,368,285,325     未払金 32,478,392

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 67,200,217     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -11,871,656     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 38,513,945

        船舶 -     預り金 8,286,338

        船舶減価償却累計額 -     その他 314,017

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 5,885,904,849

        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 31,048,993,538

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -5,560,349,327

        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 931,386,461

        その他減価償却累計額 -931,307,051

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 101,855,671

      インフラ資産 15,841,208,111

        土地 13,773,276

        土地減損損失累計額 -

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        建物減損損失累計額 -

        工作物 42,756,866,122

        工作物減価償却累計額 -26,985,051,287

        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 55,620,000

      物品 937,573,953

      物品減価償却累計額 -636,473,912

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 76,581,966

      ソフトウェア 76,468,066

      その他 113,900

    投資その他の資産 4,264,881,895

      投資及び出資金 77,767,655

        有価証券 2,184,000

        出資金 74,991,000

        その他 592,655

      長期延滞債権 70,676,951

      長期貸付金 -

      基金 4,138,418,507

        減債基金 65,133,793

        その他 4,073,284,714

      その他 652,207

      徴収不能引当金 -22,633,425

  流動資産 2,559,464,341

    現金預金 264,992,154

    未収金 17,997,612

    短期貸付金 -

    基金 2,233,908,819

      財政調整基金 2,233,908,819

      減債基金 -

    棚卸資産 28,596,178

    その他 15,322,018

    徴収不能引当金 -1,352,440

  繰延資産 - 純資産合計 25,488,644,211

資産合計 31,374,549,060 負債及び純資産合計 31,374,549,060

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：小谷村

会計：連結会計 （単位：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 4,734,305,786

    業務費用 3,152,806,826

      人件費 874,605,677

        職員給与費 518,592,068

        賞与等引当金繰入額 37,605,488

        退職手当引当金繰入額 67,612,141

        その他 250,795,980

      物件費等 2,245,541,139

        物件費 871,119,846

        維持補修費 109,088,708

        減価償却費 1,257,153,541

        その他 8,179,044

      その他の業務費用 32,660,010

        支払利息 19,350,834

        徴収不能引当金繰入額 95,528

        その他 13,213,648

    移転費用 1,581,498,960

      補助金等 1,097,310,105

      社会保障給付 481,063,880

      その他 3,124,975

  経常収益 261,911,223

    使用料及び手数料 136,067,424

    その他 125,843,799

純経常行政コスト 4,472,394,563

  臨時損失 43,218,756

    災害復旧事業費 43,218,756

    資産除売却損 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 669,390

    資産売却益 669,390

    その他 -

純行政コスト 4,514,943,929



【様式第3号】

自治体名：小谷村

会計：連結会計 （単位：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 26,561,411,966 32,578,613,627 -6,017,201,661 -

  純行政コスト（△） -4,514,943,929 -4,514,943,929 -

  財源 3,985,134,050 3,985,134,050 -

    税収等 3,202,064,495 3,202,064,495 -

    国県等補助金 783,069,555 783,069,555 -

  本年度差額 -529,809,879 -529,809,879 -

  固定資産等の変動（内部変動） -907,443,934 907,443,934

    有形固定資産等の増加 928,995,670 -928,995,670

    有形固定資産等の減少 -1,257,017,332 1,257,017,332

    貸付金・基金等の増加 209,646,792 -209,646,792

    貸付金・基金等の減少 -789,069,064 789,069,064

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 4,307,817 4,307,817

  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 -547,261,814 -661,384,985 114,123,171 -

  その他 -3,879 34,901,013 -34,904,892

  本年度純資産変動額 -1,072,767,755 -1,529,620,089 456,852,334 -

本年度末純資産残高 25,488,644,211 31,048,993,538 -5,560,349,327 -

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：小谷村

会計：連結会計 （単位：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 3,465,802,527

    業務費用支出 1,826,596,976

      人件費支出 803,655,269

      物件費等支出 995,529,426

      支払利息支出 19,350,834

      その他の支出 8,061,447

    移転費用支出 1,639,205,551

      補助金等支出 1,096,983,303

      社会保障給付支出 481,063,880

      その他の支出 61,158,368

  業務収入 4,114,564,830

    税収等収入 3,198,988,856

    国県等補助金収入 651,824,157

    使用料及び手数料収入 134,793,565

    その他の収入 128,958,252

  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 623,500,547

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,137,020,987

    公共施設等整備費支出 927,953,299

    基金積立金支出 194,067,688

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 15,000,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 902,464,448

    国県等補助金収入 113,288,397

    基金取崩収入 773,096,661

    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 410,000

投資活動収支 -234,556,539

【財務活動収支】

  財務活動支出 630,931,924

    地方債等償還支出 630,265,240

    その他の支出 666,684

  財務活動収入 300,519,000

    地方債等発行収入 300,519,000

    その他の収入 -

前年度末歳計外現金残高 4,462,867

本年度歳計外現金増減額 827,807

本年度末歳計外現金残高 5,290,674

本年度末現金預金残高 264,992,154

財務活動収支 -330,412,924

本年度資金収支額 58,531,084

前年度末資金残高 219,883,549

比例連結割合変更に伴う差額 -18,713,153

本年度末資金残高 259,701,480


