
木島平村_連結財務書類 （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 15,400,492                   固定負債 4,972,476                  

    有形固定資産 12,314,913                     地方債 3,296,843                  

      事業用資産 6,438,028                      長期未払金 1,174                        

        土地 1,173,100                      退職手当引当金 1,492,647                  

        立木竹     損失補償等引当金 505                          

        建物 10,634,917                     その他 181,307                     

        建物減価償却累計額 △6,899,981                 流動負債 720,034                     

        工作物 5,926,786                      １年内償還予定地方債 418,103                     

        工作物減価償却累計額 △4,587,071                   未払金 88,066                      

        船舶 -                                  未払費用 21                            

        船舶減価償却累計額 -                                  前受金 400                          

        浮標等 -                                  前受収益 -                              

        浮標等減価償却累計額 -                                  賞与等引当金 66,888                      

        航空機 -                                  預り金 130,646                     

        航空機減価償却累計額 -                                  その他 15,910                      

        その他 -                              負債合計 5,692,510                  

        その他減価償却累計額 -                              【純資産の部】

        建設仮勘定 190,277                       固定資産等形成分 16,396,311                 

      インフラ資産 5,147,607                    余剰分（不足分） △4,652,978               

        土地 6,994                          他団体出資等分 16,197                      

        建物 141,220                     

        建物減価償却累計額 △137,405                 

        工作物 12,969,451                 

        工作物減価償却累計額 △7,836,053               

        その他 -                              

        その他減価償却累計額 -                              

        建設仮勘定 3,400                        

      物品 1,797,958                  

      物品減価償却累計額 △1,068,681               

    無形固定資産 5,309                        

      ソフトウェア 5,309                        

      その他 -                              

    投資その他の資産 3,080,270                  

      投資及び出資金 9,674                        

        有価証券 392                          

        出資金 9,282                        

        その他 -                              

      投資損失引当金 -                              

      長期延滞債権 51,378                      

      長期貸付金 32,744                      

      基金 2,886,543                  

        減債基金

        その他 2,886,543                  

      その他 102,183                     

      徴収不能引当金 △2,252                     

  流動資産 2,051,129                  

    現金預金 946,633                     

    未収金 73,244                      

    短期貸付金

    基金 995,819                     

      財政調整基金 937,490                     

      減債基金 58,328                      

    棚卸資産 25,978                      

    その他 10,261                      

    徴収不能引当金 △805                       

  繰延資産 419                          純資産合計 11,759,530                 

資産合計 17,452,040                 負債及び純資産合計 17,452,040                 

連結貸借対照表(BS)

平成31年 3月31日　現在



木島平村_連結財務書類 （単位：千円）

金額

5,881,273                                    

3,537,298                                    

1,193,882                                    

885,619                                      

57,427                                        

3,838                                          

246,998                                      

2,088,487                                    

1,022,388                                    

109,191                                      

744,553                                      

212,355                                      

254,929                                      

21,358                                        

321                                            

233,250                                      

2,343,975                                    

416,022                                      

1,623,723                                    

288,255                                      

15,975                                        

1,317,381                                    

499,029                                      

818,352                                      

△4,563,893                                 

5,142                                          

828                                            

4,314                                          

1,479                                          

1,391                                          

89                                              

△4,567,555                                 

    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

連結行政コスト計算書（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_連結財務書類 （単位：千円）

科目名 金額 固定資産等形成分 余剰分(不足分) 他団体出資等分

前年度末純資産残高 12,022,379                 16,726,986                  △4,722,330               17,723                       

  純行政コスト（△） △4,567,555               △4,566,029               △1,526                     

  財源 4,298,208                   4,298,208                   -                              

    税収等 3,054,222                   3,054,222                   

    国県等補助金 1,243,986                   1,243,986                   

  本年度差額 △269,348                  -                               △267,821                  △1,526                     

  固定資産等の変動（内部変動） △362,240                  362,240                     

    有形固定資産等の増加 422,344                      △422,344                  

    有形固定資産等の減少 △749,819                  749,819                     

    貸付金・基金等の増加 210,649                      △210,649                  

    貸付金・基金等の減少 △245,414                  245,414                     

  資産評価差額 -                              -                               

  無償所管換等 △9,076                     △9,076                      

  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 16,066                       40,338                       △24,273                   

  その他 △490                       303                           △793                       

  本年度純資産変動額 △262,848                  △330,674                  69,352                       △1,526                     

本年度末純資産残高 11,759,530                 16,396,311                  △4,652,978               16,197                       

連結純資産変動計算書（NW）
　 自　平成30年 4月 1日

   至　平成31年 3月31日



木島平村_連結財務書類 （単位：千円）

金額

5,134,103                                     

2,726,905                                     

1,180,123                                     

1,352,786                                     

21,358                                         

172,638                                       

2,407,198                                     

416,037                                       

1,623,723                                     

288,255                                       

79,182                                         

5,601,528                                     

3,049,399                                     

1,221,135                                     

502,438                                       

828,556                                       

15                                              

-                                                

15                                              

101                                             

467,511                                       

607,275                                       

401,502                                       

180,769                                       

-                                                

3,800                                          

21,204                                         

220,977                                       

24,344                                         

165,439                                       

9,152                                          

1,391                                          

20,651                                         

△386,298                                    

396,476                                       

391,107                                       

5,368                                          

404,372                                       

404,372                                       

-                                                

7,896                                          

89,109                                         

723,765                                       

3,667                                          

816,541                                       

240                                             

129,852                                       

130,092                                       

946,633                                       本年度末現金預金残高

比例連結割合変更に伴う差額

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

連結資金収支計算書(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（連結財務書類） 

 

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 １５年～６０年 

物品  ４年～１７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。） 

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 

･･････････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 



木島平村（連結財務書類） 

 

（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。ただし、水道事業会計及び一部の第三セクター等は税抜方式によっ

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（連結財務書類） 

 

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）全体財務書類対象団体（会計） 

① 対象範囲（対象とする会計名） 

団体（会計）名 区分 
連結の 
方法 

比例連結 
割合 

国民健康保険特別会計 特別会計 全部連結 － 

後期高齢者医療特別会計 特別会計 全部連結 － 

介護保険特別会計 特別会計 全部連結 － 

観光施設特別会計 特別会計 全部連結 － 

水道事業会計 地方公営企業会計 全部連結 － 

北信広域連合 一部事務組合・広域連合 比例連結 8.12% 

岳北広域行政組合 一部事務組合・広域連合 比例連結 14.70% 

長野県市町村自治振興組合（基幹系共同化） 一部事務組合・広域連合 比例連結 9.41% 

長野県市町村自治振興組合（高速ネットワーク） 一部事務組合・広域連合 比例連結 1.47% 

長野県市町村自治振興組合（電子申請） 一部事務組合・広域連合 比例連結 0.22% 

長野県市町村自治振興組合（ｾｷｭﾘﾃｨｸﾗｳﾄﾞ）                一部事務組合・広域連合 比例連結 0.16% 

長野県市町村自治振興組合（電子自治体推進事業） 一部事務組合・広域連合 比例連結 0.33% 

長野県地方税滞納整理機構 一部事務組合・広域連合 比例連結 0.38% 

長野県市町村総合事務組合(一般会計） 一部事務組合・広域連合 比例連結 0.83% 

長野県市町村総合事務組合(非常勤公務災害） 一部事務組合・広域連合 比例連結 0.76% 

東北信市町村交通災害共済事務組合 一部事務組合・広域連合 比例連結 2.50% 

長野県後期高齢者医療広域連合 一部事務組合・広域連合 比例連結 0.20% 



木島平村（連結財務書類） 

 

団体（会計）名 区分 
連結の 
方法 

比例連結 
割合 

木島平村土地開発公社 地方三公社 全部連結 － 

一般財団法人 木島平村農業振興公社 第三セクター等 全部連結 － 

木島平村社会福祉協議会 第三セクター等 全部連結 － 

木島平観光株式会社 第三セクター等 全部連結 － 

特別会計等の連結の方法は次のとおりです。 

A) 特別会計及び地方公営企業会計は、すべて全部連結の対象としています。 

ただし、地方公営企業法の財務規定等が適用されていない地方公営企業会計のうち、当該規

定等の適用に向けた作業に着手しているものについては、連結対象団体（会計）の対象外とし

ています。したがって、一般会計等における他会計への繰出金等が内部相殺されない場合があ

ります。 

下水道特別会計繰入金    268,722 千円 

農業集落排水事業特別会計繰入金    17,161 千円 

高社簡易水道特別会計繰入金      2,372 千円 

 

B) 一部事務組合・広域連合は、各構成団体の経費負担割合等に基づいて比例連結の対象としてい

ます。 

 

C) 第三セクター等は、出資割合等が50％を超える団体（出資割合等が50％以下であっても業務

運営に実質的に主導的な立場を確保している団体を含みます。）は、全部連結の対象としてい

ます。 

② 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る団体（会計）においては、

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。なお、出納整理期間を設けていない団体（会計）と出納整理期間を設け

ている団体（会計）との間で、出納整理期間に現金の受払い等があった場合は、現金の受払い等

が終了したものとして調整しています。 

③ 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。 

④ 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。 

以上 
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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)
17,738,089               215,917                 25,432                   17,928,574             11,490,546             370,064                 6,438,028               
1,172,695                 404                       -                          1,173,100               -                          -                          1,173,100               

-                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          
10,644,714               17,065                   23,367                   10,638,412             6,903,475               244,459                 3,734,937               
5,898,259                 30,592                   2,065                    5,926,786               4,587,071               125,605                 1,339,715               

-                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          
-                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          
-                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          
-                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          

22,421                     167,856                 -                          190,277                 -                          -                          190,277                 
13,070,674               55,972                   5,581                    13,121,065             7,973,458               236,968                 5,147,607               

6,645                      349                       -                          6,994                    -                          -                          6,994                    
141,220                   -                          -                          141,220                 137,405                 463                       3,815                    

12,919,115               52,223                   1,886                    12,969,451             7,836,053               236,505                 5,133,398               
-                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          

3,694                      3,400                    3,694                    3,400                    -                          -                          3,400                    
1,657,393                 154,554                 13,988                   1,797,958               1,068,681               136,637                 729,277                 

32,466,156               426,443                 45,002                   32,847,597             20,532,684             743,669                 12,314,913             

②有形固定資産の行政目的別明細 （単位：千円）

30,246                     996,929                 758,364                 351,154                 2,822,275               119,175                 1,359,885               6,438,028              
501                         -                          -                          15,607                   2,113                    5,324                    1,149,554               1,173,100              

-                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                         
22,063                     993,851                 753,416                 144,781                 1,707,741               92,411                   20,673                   3,734,937              
7,682                      3,078                    279                       190,766                 1,112,421               21,439                   4,050                    1,339,715              

-                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                         
-                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                         
-                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                         
-                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                         
-                            -                          4,668                    -                          -                          -                          185,609                 190,277                

5,021,036                 -                          -                          -                          126,572                 -                          -                          5,147,607              
6,994                      -                          -                          -                          -                          -                          -                          6,994                   
3,815                      -                          -                          -                          -                          -                          -                          3,815                   

5,006,827                 -                          -                          -                          126,572                 -                          -                          5,133,398              
-                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                         

3,400                      -                          -                          -                          -                          -                          -                          3,400                   
109,103                   45,020                   20,609                   2,211                    203,059                 74,773                   274,501                 729,277                

5,160,385                 1,041,948               778,973                 353,366                 3,151,906               193,948                 1,634,387               12,314,913            

 事業用資産
　  土地
　　立木竹
　　建物
　　工作物
　　船舶

附属明細書
１．貸借対照表の内容に関する明細

（１）資産項目の明細

区分

　　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

　　建物
　　工作物
　　船舶
　　浮標等
　　航空機
　　その他

消防 総務 合計

 事業用資産
　　土地
　　立木竹

区分
生活インフラ・

国土保全
教育 福祉 環境衛生 産業振興

　　建設仮勘定
 物品

合計

　　建設仮勘定
 インフラ資産
　　土地
　　建物
　　工作物
　　その他


