
木島平村_一般会計等財務書類 （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 12,651,911                  固定負債 4,228,866                 

    有形固定資産 10,212,874                    地方債 2,893,086                 

      事業用資産 5,093,593                     長期未払金 -

        土地 1,152,168                     退職手当引当金 1,317,324                 

        立木竹 -     損失補償等引当金 505                          

        建物 7,860,612                     その他 17,951                      

        建物減価償却累計額 △5,238,973                流動負債 528,995                    

        工作物 5,315,648                     １年内償還予定地方債 353,279                    

        工作物減価償却累計額 △4,181,471                  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 41,979                      

        航空機 -     預り金 128,971                    

        航空機減価償却累計額 -     その他 4,765                       

        その他 - 負債合計 4,757,861                 

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 185,609                      固定資産等形成分 13,503,034                

      インフラ資産 4,615,196                   余剰分（不足分） △4,458,483              

        土地 1,132                       

        建物 137,071                    

        建物減価償却累計額 △133,811                 

        工作物 11,394,946                

        工作物減価償却累計額 △6,784,142              

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 -

      物品 1,322,075                 

      物品減価償却累計額 △817,990                 

    無形固定資産 4,629                       

      ソフトウェア 4,629                       

      その他 -

    投資その他の資産 2,434,408                 

      投資及び出資金 178,670                    

        有価証券 52,942                      

        出資金 125,728                    

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 41,738                      

      長期貸付金 72,596                      

      基金 2,143,412                 

        減債基金 -

        その他 2,143,412                 

      その他 -

      徴収不能引当金 △2,008                    

  流動資産 1,150,500                 

    現金預金 286,565                    

    未収金 13,291                      

    短期貸付金 -

    基金 851,123                    

      財政調整基金 792,795                    

      減債基金 58,328                      

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 △479                      純資産合計 9,044,551                 

資産合計 13,802,411                負債及び純資産合計 13,802,411                

貸借対照表(BS)

平成31年 3月31日　現在



木島平村_一般会計等財務書類 （単位：千円）

金額

3,130,828                                    

1,854,530                                    

562,773                                      

472,140                                      

41,979                                        

△59,827                                     

108,481                                      

1,268,310                                    

630,024                                      

52,712                                        

585,574                                      

-

23,447                                        

15,151                                        

235                                            

8,061                                          

1,276,298                                    

590,084                                      

205,602                                      

480,058                                      

554                                            

165,209                                      

87,952                                        

77,258                                        

△2,965,619                                 

653                                            

-

653                                            

-

-

-

1,013                                          

1,013                                          

-

△2,965,259                                 

    資産売却益

    その他

純行政コスト

    災害復旧事業費

    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

    その他

  臨時利益

  臨時損失

        徴収不能引当金繰入額

        その他

    移転費用

      補助金等

      社会保障給付

      他会計への繰出金

      その他

  経常収益

    使用料及び手数料

    その他

純経常行政コスト

        支払利息

      人件費

        職員給与費

        賞与等引当金繰入額

        退職手当引当金繰入額

        その他

      物件費等

        物件費

        維持補修費

        減価償却費

        その他

      その他の業務費用

    業務費用

行政コスト計算書（PL）
　 自　平成30年 4月 1日

   至　平成31年 3月31日

科目名

  経常費用



木島平村_一般会計等財務書類 （単位：千円）

科目名 金額 固定資産等形成分 余剰分(不足分)

前年度末純資産残高 9,258,532                   13,732,433                  △4,473,901                

  純行政コスト（△） △2,965,259                △2,965,259                

  財源 2,761,363                   2,761,363                   

    税収等 2,427,601                   2,427,601                   

    国県等補助金 333,763                     333,763                     

  本年度差額 △203,895                  -                               △203,895                  

  固定資産等の変動（内部変動） -                              △219,313                   219,313                     

    有形固定資産等の増加 353,521                      △353,521                  

    有形固定資産等の減少 △586,226                   586,226                     

    貸付金・基金等の増加 178,377                      △178,377                  

    貸付金・基金等の減少 △164,985                   164,985                     

  資産評価差額 -                              -                               

  無償所管換等 △9,481                     △9,481                      

  その他 △605                        △605                        

  本年度純資産変動額 △213,981                  △229,398                   15,418                       

本年度末純資産残高 9,044,551                   13,503,034                  △4,458,483                

純資産変動計算書（NW）
　 自　平成30年 4月 1日

   至　平成31年 3月31日



木島平村_一般会計等財務書類 （単位：千円）

金額

2,602,097                                   

1,325,799                                   

619,851                                      

689,662                                      

15,151                                       

1,135                                         

1,276,298                                   

590,084                                      

205,602                                      

480,058                                      

554                                           

2,905,335                                   

2,429,137                                   

310,912                                      

88,273                                       

77,014                                       

-                                              

-                                              

-                                              

-                                              

303,239                                      

515,538                                      

337,446                                      

158,092                                      

3,600                                         

16,400                                       

187,481                                      

22,851                                       

138,128                                      

9,089                                         

1,013                                         

16,400                                       

△328,057                                  

333,091                                      

329,856                                      

3,234                                         

404,372                                      

404,372                                      

-

71,281                                       

46,463                                       

111,131                                      

157,594                                      

128,971                                      

128,971                                      

286,565                                      本年度末現金預金残高

本年度資金収支額

前年度末資金残高

本年度末資金残高

前年度末歳計外現金残高

本年度歳計外現金増減額

本年度末歳計外現金残高

財務活動収支

    貸付金元金回収収入

    資産売却収入

    その他の収入

投資活動収支

【財務活動収支】

  財務活動支出

    地方債償還支出

    その他の支出

  財務活動収入

    地方債発行収入

    その他の収入

    基金取崩収入

  臨時収入

業務活動収支

【投資活動収支】

  投資活動支出

    公共施設等整備費支出

    基金積立金支出

    投資及び出資金支出

    貸付金支出

    その他の支出

  投資活動収入

    国県等補助金収入

    その他の支出

      補助金等支出

      社会保障給付支出

      他会計への繰出支出

      その他の支出

  業務収入

    税収等収入

    国県等補助金収入

    使用料及び手数料収入

    その他の収入

  臨時支出

    災害復旧事業費支出

    移転費用支出

資金収支計算書(CF)　
 自　平成30年 4月　1日

 至　平成31年 3月 31日

科目名

【業務活動収支】

  業務支出

    業務費用支出

      人件費支出

      物件費等支出

      支払利息支出

      その他の支出



木島平村（一般会計等） 

注 記 

 

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 

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

② 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）有価証券等の評価基準及び評価方法 

① 満期保有目的有価証券･･･････････････････････償却原価法（定額法） 

② 満期保有目的以外の有価証券 

市場価格のないもの･････････････････････････取得原価（又は償却原価法（定額法）） 

③ 出資金 

市場価格のないもの･････････････････････････出資金額 

 

（３）棚卸資産の評価基準及び評価方法 

売価還元法による原価法 

 

（４）有形固定資産等の減価償却の方法 

① 有形固定資産（リース資産を除きます。）･････････定額法 

なお、主な耐用年数は以下のとおりです。 

建物  ２２年～５０年 

工作物  ５年～６０年 

物品  ４年～１５年 

② 無形固定資産（リース資産を除きます。）･････････定額法 

（ソフトウェアについては、見込利用期間（５年）に基づく定額法によっています。） 

③ 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減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 



木島平村（一般会計等） 

･･････････リース期間を耐用年数とし、残存価値をゼロとする定額法 

 

（５）引当金の計上基準及び算定方法 

① 徴収不能引当金 

未収金、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。長期貸付金については、個別に回収可能性を検討し、徴収不能見込額を計上してい

ます。 

② 賞与等引当金 

翌年度６月支給予定の期末手当及び勤勉手当並びにそれらに係る法定福利費相当額の見込額

について、それぞれ本会計年度の期間に対応する部分を計上しています。 

③ 退職手当引当金 

期末日に在職する職員の自己都合要支給額から、組合への負担金の加入時以降の累計額から既

に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います。 

④ 損失補償等引当金 

履行すべき額が確定していない損失補償債務等のうち、地方公共団体の財政の健全化に関する

法律に規定する将来負担比率の算定に含めた将来負担額を計上しています。 

 

（６）リース取引の処理方法 

① ファイナンス・リース取引（リース期間が1年以内のリース取引及びリース料総額が300万円

以下のファイナンス・リース取引を除きます。） 

通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。  

② オペレーティング・リース取引 

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。 

 

（７）資金収支計算書における資金の範囲 

手許現金及び要求払預金としています。なお、出納整理期間における取引により発生する資金の受

払いを含んでいます。 

 

（８）その他財務書類作成のための基本となる重要な事項 

① 消費税及び地方消費税の会計処理 

税込方式によっています。 

② 物品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。ソフトウェアについても物品の取扱いに準じています。 

③ 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基準については、金額が 60 万円未満であるときに修繕費として処

理しています。 

  



木島平村（一般会計等） 

２ 重要な後発事象 

該当事項ありません。 

 

３ 偶発債務 

（１）保証債務及び損失補償債務負担の状況 

他の団体の（会計）の金融機関等からの借入債務に対し、保証を行っています。 

団体（会計）名 確定債務額 

履行すべき額が確定していない
損失補償債務等 

総額 
損失補償等引
当金計上額 

貸借対照表 
未計上額 

木島平観光(株) －千円 505 千円 4,545千円 5,050千円 

 

４ 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 対象範囲（対象とする会計名） 

一般会計 

情報通信特別会計 

学校給食特別会計 

奨学資金貸付事業特別会計 

 

② 一般会計等と普通会計の対象範囲等の差異 

一般会計等と普通会計の対象範囲は同じです。 

 

③ 出納整理期間 

地方自治法第 235 条の５の規定により出納整理期間が設けられています。当会計年度に係る出

納整理期間における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いま

す。 

 

④ 表示単位未満の取扱い 

各項目の金額を表示単位未満で四捨五入しているため、合計等の金額が一致しない場合があり

ます。 

 

⑤ 地方公共団体財政健全化法における健全化判断比率の状況（普通会計） 

実質赤字比率     －％ 

連結実質赤字比率     －％ 

実質公債費比率  12.6％ 

将来負担比率    －％ 

※実質赤字比率、連結赤字比率は赤字額がないため、「－」で表示しています。 

  



木島平村（一般会計等） 

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 

－千円 

 

⑦ 繰越事業に係る将来の支出予定額 

27,927千円 

 

（２）貸借対照表に係る事項 

① 売却可能資産に係る資産科目別の金額及びその範囲 

該当ありません。 

 

② 減債基金に係る積立不足額 

該当ありません。 

 

③ 基金借入金（繰替運用）の内容 

該当ありません。 

 

④ 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 

2,692,365千円 

 

⑤ 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比率の算定要素は、次のとおりです。 

標準財政規模 2,301,895 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 418,973 千円 

将来負担額 6,601,207 千円 

充当可能基金額 3,114,416 千円 

特定財源見込額 - 千円 

地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額 3,756,963 千円 

 

⑥ 自治法第234条の３に基づく長期継続契約で貸借対照表に計上されたリース債務金額 

22,717千円 

 

（３） 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 

貸借対照表の純資産における固定資産等形成分とは、資産形成のために充当した資源の蓄積をい

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

剰分（不足分）とは、費消可能な資源の蓄積（原則として金銭）をいい、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。 

  



木島平村（一般会計等） 

（４）資金収支計算書に係る事項 

① 基礎的財政収支  10,297千円 

業務活動収支（支払利息支出除く）    318,389千円 

投資活動収支（基金積立支出及び基金取崩収入除く） △308,093千円 

 

② 既存の決算情報との関連性 

 収入（歳入） 支出（歳出） 

一般会計歳入歳出決算書 3,500,551千円 3,388,838千円 

財務書類の対象となる会計の範囲の相違に伴う差額 86,768千円 80,886千円 

繰越金に伴う差額 △71,131 千円 － 

一般会計等の内部取引消去 △19,000 千円 △19,000 千円 

資金収支計算書 3,497,188千円 3,450,725千円 

歳入歳出決算書の歳入・歳出には、歳計剰余金処分による基金積立額が含まれています。 

地方自治法第233条第１項に基づく歳入歳出決算書は「一般会計」を対象範囲としているのに対

し、資金収支計算書は「一般会計等」を対象範囲としているため、歳入歳出決算書と資金収支計算

書は一部の特別会計の分だけ相違します。 

歳入歳出決算書では繰越金を収入として計上しますが、公会計では計上しないため、その分だけ

相違します。 

 

③ 資金収支計算書の業務活動収支と純資産変動計算書の本年度差額との差額の内訳 

資金収支計算書の業務活動収支 303,239 千円 

減価償却費 

賞与引当金の増減額 

退職手当引当金の増減額 

未収金・長期延滞債権の増減 

徴収不能引当金の増減額 

投資活動収支の国県補助金 

資産売却益 

資産除売却損 

△585,728千円 

△2,749 千円 

59,827千円 

△1,614 千円 

△235千円 

22,851千円 

1,013千円 

△2,460 千円 

純資産変動計算書の本年度差額 △205,857千円 

 

④ 一時借入金の状況 

一時借入金の借り入れはありません。なお、一時借入金の限度額は1,000,000 千円です。 

 

⑤ 重要な非資金取引 

該当ありません。 

以上 



附属明細書
１．貸借対照表の内容に関する明細 木島平村_一般会計等

（１）資産項目の明細

①有形固定資産の明細 （単位：千円）

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)
本年度償却額

（F)

差引本年度末残高
（D)－（E)

（G)
14,334,635               204,835                 25,432                   14,514,037             9,420,444               273,547                 5,093,593               

1,152,168                 1,152,168               1,152,168               

-                          -                          

7,872,712                 11,267                   23,367                   7,860,612               5,238,973               166,685                 2,621,638               

5,287,333                 30,380                   2,065                    5,315,648               4,181,471               106,862                 1,134,178               

-                          -                          

-                          -                          

-                          -                          

-                          -                          

22,421                     163,188                 185,609                 185,609                 

11,497,969               38,875                   3,694                    11,533,149             6,917,953               210,823                 4,615,196               

782                         349                       1,132                    -                          -                          1,132                    

137,071                   137,071                 133,811                 408                       3,260                    

11,356,421               38,526                   11,394,946             6,784,142               210,415                 4,610,804               

-                          -                          

3,694                      3,694                    -                          -                          

1,208,569                 113,506                 1,322,075               817,990                 99,760                   504,085                 

27,041,172               357,216                 29,127                   27,369,261             17,156,387             584,130                 10,212,874             

②有形固定資産の行政目的別明細 （単位：千円）

30,246                     996,929                 486,603                 -                          2,212,745               7,185                    1,359,885               5,093,593              

501                         2,113                    1,149,554               1,152,168              

-                         

22,063                     993,851                 486,603                 1,098,211               238                       20,673                   2,621,638              

7,682                      3,078                    1,112,421               6,947                    4,050                    1,134,178              

-                         

-                         

-                         

-                         

185,609                 185,609                

4,488,624                 -                          -                          -                          126,572                 -                          -                          4,615,196              

1,132                      1,132                   

3,260                      3,260                   

4,484,232                 126,572                 4,610,804              

-                         

-                         

42,660                     45,020                   0                          132,335                 9,629                    274,442                 504,085                

4,561,530                 1,041,948               486,603                 -                          2,471,652               16,813                   1,634,327               10,212,874            

　　建物

　　工作物

　　その他

　　建設仮勘定

 物品

合計

　　浮標等

　　航空機

　　その他

　　建設仮勘定

 インフラ資産

　　土地

 事業用資産

　　土地

　　立木竹

　　建物

　　工作物

　　船舶

福祉 環境衛生 産業振興 消防 総務 合計

　　建設仮勘定

 物品

合計

区分
生活インフラ・

国土保全
教育

　　建物

　　工作物

　　その他

　　建物

　　工作物

　　船舶

　　浮標等

　　航空機

　　その他

区分

 事業用資産

　  土地

　　立木竹

　　建設仮勘定

 インフラ資産

　　土地



③投資及び出資金の明細 木島平村_一般会計等

市場価格のあるもの （単位：千円）

銘柄名
株数・口数など

（A）
時価単価

（B）

貸借対照表計上額
（A）×（B)

（C)

取得単価
（D)

取得原価
（A）×（D)

（E)

評価差額
（C）－（E)

（F)

（参考）財産に関する
調書記載額

該当なし

合計

市場価格のないもののうち連結対象団体（会計）に対するもの （単位：千円）

相手先名
出資金額

（貸借対照表計上額）

（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)×（F)

（G)

投資損失引当金
計上額

（H)

（参考）財産に関する
調書記載額

（一財）木島平村農業振興公社 39,000            98,417            30,609            67,809            -                    39,000            

木島平村土地開発公社 3,000              94,203            62                  94,140            3,000              100.000% 94,140            -                    3,000              

木島平村社会福祉協議会 1,000              635,399           82,053            553,346          -                    1,000              

木島平観光㈱ 52,550            191,296           105,621           85,676            64,800            81.096% 69,479            -                    52,550            

北信地域広域行政事務組合
ふるさと市町村圏基金

73,446            -                    73,446            

合計 168,996           -                    168,996           

※ふるさと市町村圏基金は基金への拠出であり、法人への出資ではありません。
※社団法人、財団法人には資本金や持分の概念がありません。

市場価格のないもののうち連結対象団体（会計）以外に対するもの （単位：千円）

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)×（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

(株)北信食肉センター 860                166,931           106,858           60,073            133,970          0.642% 386                468                392                860                

長野県信用金庫 100                890,525,786     798,794,597     91,731,189      2,444,462        0.004% 3,753              -                    100                100                

長野県農業信用基金協会 1,970              254,646,425     243,264,124     11,382,301      8,241,080        0.024% 2,721              -                    1,970              1,970              

長野県信用保証協会 712                522,756,396     456,104,707     66,651,688      7,215,538        0.010% 6,578              -                    712                712                

北信州森林組合 5,000              736,338           189,896           546,442          92,235            5.421% 29,622            -                    5,000              5,000              

（公財）長野県緑の基金 550                677,105           2,375              674,730          -                    550                550                

（一社）長野県林業コンサルタント協会 50                  1,390,093        209,896           1,180,198        -                    50                  50                  

地方公共企業等金融機構 900                24,589,199       24,294,008       295,191          16,602            0.005% 16,002            -                    900                900                

合計 10,142            468                9,674              10,142            

※地方公営企業等金融機構の財務数値は百万円単位
※社団法人、財団法人には資本金や持分の概念がありません。



④基金の明細 木島平村_一般会計等

（単位：千円）

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)

(参考)財産に関する
調書記載額

財政調整基金 792,795             -                     -                     -                     792,795             792,795             

減債基金 58,328              -                     -                     -                     58,328              58,328              

公共施設建設事業基金 1,166,362          100,000             -                     -                     1,266,362          1,266,362          

地域活性化基金 124,897             -                     -                     -                     124,897             124,897             

福祉基金 131,449             -                     -                     -                     131,449             131,449             

ふるさと水と土保全基金 11,074              -                     -                     -                     11,074              11,074              

観光振興基金 169,767             -                     -                     -                     169,767             169,767             

ふるさと納税基金 145,661             -                     -                     -                     145,661             145,661             

教育振興基金 3,199                -                     -                     -                     3,199                3,199                

災害対策基金 201,744             -                     -                     -                     201,744             201,744             

土地開発基金 89,259              -                     -                     -                     89,259              89,259              

合計 2,894,536          100,000             -                     -                     2,994,536          2,994,536          



木島平村_一般会計等

⑤貸付金の明細 （単位：千円）

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

その他の貸付金

木島平観光 40,000             -                    -                    -                    40,000             

奨学貸付 32,596             -                    -                    -                    32,596             

合計 72,596             -                    -                    -                    72,596             

相手先名または種別

長期貸付金 短期貸付金
（参考）

貸付金計



⑥長期延滞債権の明細 木島平村_一般会計等

（単位：千円） ⑦未収金の明細 （単位：千円）

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】

奨学資金貸付金 2,869                     -                          奨学資金貸付金 885                       -                          

小計 2,869                     -                          小計 885                       -                          

【未収金】 【未収金】

税等未収金 38,584                   2,008                     税等未収金 10,514                   474                       

村税 2,656                     161                       村税 1,146                     0                          

固定資産税 35,636                   1,827                     固定資産税 9,264                     473                       

軽自動車税 291                       20                         軽自動車税 105                       -                          

その他の未収金 285                       -                          その他の未収金 1,892                     5                          

使用料及び手数料 -                          -                          使用料及び手数料 1,403                     5                          

負担金及び分担金 285                       -                          負担金及び分担金 89                         -                          

諸収入 -                          -                          諸収入 400                       -                          

小計 38,869                   2,008                     小計 12,406                   479                       

合計 41,738                   2,008                     合計 13,291                   479                       



（２）負債項目の明細 木島平村_一般会計等
①地方債（借入先別）の明細 （単位：千円）

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】

一般公共事業債 7,250           1,450            7,250           -                 -                 -                 -                 

一般単独臨時地方道整備事業債 14,994          7,132            14,994         29,700         -                 -                 -                 -                 

義務教育施設整備事業債 36,212          3,021            36,212         -                 -                 -                 -                 

小学校施設整備事業債 11,999          11,999          11,999         -                 -                 -                 -                 

一般補助施設整備等事業債 29,700          3,300            -                 -                 -                 -                 

辺地対策事業債 135,121        11,535          135,121        -                 -                 -                 -                 

緊急防災・減災事業債 14,000          8,832            14,000         -                 -                 -                 -                 

公共施設事業債 143,600        8,300            143,600        -                 -                 -                 -                 

過疎対策事業債 1,287,719      162,889        1,287,719     -                 -                 -                 -                 

【特別分】

臨時財政対策債 1,546,253      130,383        437,054        300,750        808,449        -                 -                 -                 -                 

減税補てん債 9,773           2,426            9,773           -                 -                 -                 5,747           

財源対策債 9,744           2,013            7,202           2,542           -                 -                 -                 -                 

合計 3,246,365      353,279        1,925,080     17,536         300,750        1,002,999     -                 -                 -                 5,747           

市場公募債 その他種類 地方債残高 政府資金
地方公共団体

金融機構
市中銀行

その他の
金融機関



木島平村_一般会計等

②地方債（利率別）の明細 （単位：千円）

3,246,365 2,944,742 289,624 - - - 11,999 - 0.6%

③地方債（返済期間別）の明細 （単位：千円）

3,246,365 353,279 344,507 341,797 340,435 325,022 1,048,704 372,721 119,899 -

④特定の契約条項が付された地方債の概要 （単位：千円）

3.5％超
4.0％以下

4.0％超
（参考）
加重平均

利率

地方債残高 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

地方債残高 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

５年超
10年以内

10年超
15年以内

15年超
20年以内

20年超

特定の契約条項が
付された地方債残高

契約条項の概要

該当なし



⑤引当金の明細 木島平村_一般会計等
（単位：千円）

目的使用 その他

徴収不能引当金 2,251                    2,487                    -                          2,251                    2,487                    

賞与等引当金 39,230                  41,979                  39,230                  -                          41,979                  

退職手当引当金 1,377,151              △59,827               -                          -                          1,317,324              

損失補償引当金 505                      -                          -                          -                          505                      

合計 1,419,137              △15,361               39,230                  2,251                    1,362,295              

区分 前年度末残高 本年度増加額
本年度減少額

本年度末残高



２．行政コスト計算書の内容に関する明細 木島平村_一般会計等
（１）補助金等の明細 （単位：千円）

区分 名称 相手先 金額 支出目的

-                      

常備消防費分担金、ごみ処
理処分施設費分担金　他

岳北広域行政組合 182,488             消防、ごみ処理

後期高齢者医療広域連合市
町村負担金

長野県後期高齢者医療広域
連合

               64,741 高齢者医療

農林水産業費交付金 村内中山間地区                52,548 中山間農地直接支払制度

農業振興公社運営補助金、有
機センター管理運営補助金　他

（一財）木島平村農業振興公
社

               51,061 農業振興

総合事務組合負担金 長野県市町村総合事務組合                48,793 退職金掛金

電算システム共同化利用負
担金他

長野県市町村自治振興組合                31,532
共同利用システムに係る利
用負担金

集落分館等建設補助金　他 高石区                19,452 高石地区集会所建設費

多面的機能支払交付金 大塚沖愛護会                  7,410 産業振興

シルバー人材センター負担
金、飯山市機場負担金　他

飯山市                  6,939 高齢者活動支援事業　他

その他              125,120

590,084             

590,084             

他団体への公共施設等
整備補助金等
(所有外資産分) 計

その他の補助金等

計

合計



３．純資産変動計算書の内容に関する明細 木島平村_一般会計等
（１）財源の明細 （単位：千円）

会計 区分 財源の内容 金額

地方税 410,771                  

地方譲与税 40,733                    

交付金 97,884                    

地方交付税 1,829,187                

負担金 4,456                     

寄付金 44,570                    

繰入金 19,000                    

2,446,601                

国庫支出金 -                           

都道府県等支出金 -                           

計 -                           

国庫支出金 135,724                  

都道府県等支出金 179,779                  

委託金 18,259                    

計 333,763                  

333,763                  

相殺消去 税収等 △19,000                

2,761,363                

一般会計

税収等

小計

国県等補助金

資本的
補助金

経常的
補助金

小計

合計



木島平村_一般会計等
（１）資金の明細 （単位：千円）

種類 本年度末残高

現金 -                                                                                        

要求払預金 286,565                                                                               

合計 286,565                                                                               

４．資金収支計算書の内容に関する明細


