
【様式第1号】

（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 134,193,138   固定負債 46,248,881

    有形固定資産 126,674,350     地方債等 32,185,844

      事業用資産 33,334,937     長期未払金 -

        土地 15,439,563     退職手当引当金 3,646,771

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 685,928     その他 10,416,267

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 4,067,620

        建物 44,233,829     １年内償還予定地方債等 3,644,952

        建物減価償却累計額 -29,005,069     未払金 27,634

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 1,860,038     前受金 812

        工作物減価償却累計額 -947,251     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 294,961

        船舶 -     預り金 25,289

        船舶減価償却累計額 -     その他 73,972

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 50,316,501

        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 136,871,707

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -45,214,387

        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 9,256

        その他減価償却累計額 -4,165

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 1,062,809

      インフラ資産 92,689,354

        土地 5,058,460

        土地減損損失累計額 -

        建物 2,923,386

        建物減価償却累計額 -2,247,326

        建物減損損失累計額 -

        工作物 220,636,811

        工作物減価償却累計額 -134,704,792

        工作物減損損失累計額 -

        その他 2,767,443

        その他減価償却累計額 -2,024,126

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 279,498

      物品 3,748,105

      物品減価償却累計額 -3,098,046

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 2,550,363

      ソフトウェア -

      その他 2,550,363

    投資その他の資産 4,968,426

      投資及び出資金 246,588

        有価証券 81,282

        出資金 165,305

        その他 -

      長期延滞債権 295,410

      長期貸付金 224,779

      基金 4,282,618

        減債基金 -

        その他 4,282,618

      その他 -

      徴収不能引当金 -80,968

  流動資産 7,780,683

    現金預金 4,823,026

    未収金 256,795

    短期貸付金 9,814

    基金 2,668,754

      財政調整基金 2,612,005

      減債基金 56,749

    棚卸資産 36,944

    その他 17,990

    徴収不能引当金 -32,641

  繰延資産 - 純資産合計 91,657,320

資産合計 141,973,821 負債及び純資産合計 141,973,821

全体　貸借対照表
（令和2年3月31日現在）



【様式第2号】

（単位：千円）

全体　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 31,966,519

    業務費用 16,256,668

      人件費 3,948,677

        職員給与費 3,047,946

        賞与等引当金繰入額 290,970

        退職手当引当金繰入額 278,648

        その他 331,113

      物件費等 11,447,838

        物件費 5,138,012

        維持補修費 373,666

        減価償却費 5,855,919

        その他 80,241

      その他の業務費用 860,154

        支払利息 435,485

        徴収不能引当金繰入額 77,832

        その他 346,836

    移転費用 15,709,851

      補助金等 3,695,746

      社会保障給付 11,989,233

      その他 7,758

  経常収益 3,863,926

    使用料及び手数料 2,192,102

    その他 1,671,825

純経常行政コスト 28,102,593

  臨時損失 549,923

    災害復旧事業費 533,928

    資産除売却損 15,995

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 3,400

    資産売却益 3,400

    その他 -

純行政コスト 28,649,115



【様式第3号】

（単位：千円）

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 93,061,552 139,678,227 -46,616,676 -

  純行政コスト（△） -28,649,115 -28,649,115 -

  財源 27,174,544 27,174,544 -

    税収等 17,258,306 17,258,306 -

    国県等補助金 9,916,237 9,916,237 -

  本年度差額 -1,474,571 -1,474,571 -

  固定資産等の変動（内部変動） -2,876,861 2,876,861

    有形固定資産等の増加 2,774,908 -2,774,908

    有形固定資産等の減少 -6,249,723 6,249,723

    貸付金・基金等の増加 6,273,950 -6,273,950

    貸付金・基金等の減少 -5,675,996 5,675,996

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 70,340 70,340

  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 - - - -

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -1,404,232 -2,806,521 1,402,289 -

本年度末純資産残高 91,657,320 136,871,707 -45,214,387 -

全体　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】

（単位：千円）

全体　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 26,414,199

    業務費用支出 10,704,348

      人件費支出 3,937,308

      物件費等支出 5,983,570

      支払利息支出 435,485

      その他の支出 347,985

    移転費用支出 15,709,851

      補助金等支出 3,695,746

      社会保障給付支出 11,989,233

      その他の支出 24,872

  業務収入 30,204,698

    税収等収入 17,288,432

    国県等補助金収入 9,559,110

    使用料及び手数料収入 2,208,912

    その他の収入 1,148,244

  臨時支出 533,928

    災害復旧事業費支出 533,928

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 3,256,571

【投資活動収支】

  投資活動支出 6,195,473

    公共施設等整備費支出 2,421,945

    基金積立金支出 2,648,103

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 1,125,424

    その他の支出 -

  投資活動収入 3,519,431

    国県等補助金収入 357,127

    基金取崩収入 1,980,628

    貸付金元金回収収入 1,133,501

    資産売却収入 42,560

    その他の収入 5,616

投資活動収支 -2,676,041

【財務活動収支】

  財務活動支出 3,811,183

    地方債等償還支出 3,734,234

    その他の支出 76,949

  財務活動収入 2,849,012

    地方債等発行収入 2,842,800

    その他の収入 6,212

前年度末歳計外現金残高 23,675

本年度歳計外現金増減額 1,613

本年度末歳計外現金残高 25,289

本年度末現金預金残高 4,823,026

財務活動収支 -962,171

本年度資金収支額 -381,641

前年度末資金残高 5,179,379

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 4,797,738



須坂市 全体財務書類における注記 

 

１ 重要な会計方針 

⑴ 有形固定資産及び無形固定資産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。 

ア 取得原価が判明しているもの ··································· 取得原価 

イ 取得原価が不明なもの ········································· 再調達原価 

 

⑵ 有価証券及び出資金の評価基準及び評価方法 

① 満期保有目的有価証券 

ア 市場価格のあるもの ··········································· 該当なし 

イ 市場価格のないもの ··········································· 取得原価 

 

② 満期保有目的以外の有価証券 ······································ 該当なし 

 

③ 出資金 

ア 市場価格のあるもの ··········································· 該当なし 

イ 市場価格のないもの ··········································· 出資金額 

 

⑶ 棚卸資産の評価基準及び評価方法 

① 貯蔵品  先入先出法による原価法 

② 販売用土地 個別法による低価法 

 

⑷ 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 ８年～50年 

工作物 ５年～75年 

物 品 ２年～15年 

 

② 無形固定資産（リース資産を除きます。） ··························· 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 ·········· 該当なし 

･･････････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 

 

⑸ 引当金の計上基準及び算定方法 

① 投資損失引当金 ·················································· 該当なし 

市場価格のない投資及び出資金のうち、連結対象団体（会計）に対するものについて、実質

価額が著しく低下した場合における実質価額と取得価額との差額を計上します。 

 

② 徴収不能引当金 

未収金及び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。ただし、一部の会計については、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。 

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。 

 

③ 退職手当引当金 

期末に全職員が自己都合により退職した場合に必要となる支給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。 

 

⑤ 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。 

 

⑹ リース取引の処理方法 

① ファイナンス・リース取引 

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。 

ただし、重要性の乏しいもの（リース期間が１年以内のものやリース契約１件あたりのリー

ス料総額が 300 万円以下のものなど）については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計

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。 

 

⑺ 資金収支計算書における資金の範囲 

現金及び現金同等物をいいます。 



なお、現金及び現金同等物には、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

みます。 

 

⑻ その他財務書類作成のための基本となる重要な事項 

① 消費税等の会計処理 

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。ただし、一部の会計については、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ます。（該当なし） 

 

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、法人税法基本通達第 7 章第 8 節によっていま

す。 

 

２ 重要な会計方針の変更等 

⑴ 会計方針の変更 

変更はありません。 

 

⑵ 表示方法の変更 

変更はありません。 

 

⑶ 資金収支計算書における資金の範囲の変更 

変更はありません。 

 

３ 追加情報 

⑴ 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 全体財務書類の対象範囲は次のとおりです。 

一般会計 

国民健康保険特別会計 

介護保険特別会計 

後期高齢者医療特別会計 

水道事業会計 

下水道事業会計 

宅地造成事業会計 

 

② 連結の方法 

すべて全部連結の対象としています。 

 



③ 地方自治法第 235 条の 5 に基づき出納整理期間が設けられている会計においては、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会計と出納整理期間を設けている会計との間で、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。 

 

④ 表示単位未満の金額は四捨五入していますが、これにより合計金額が一致しない場合があり

ます。 

 

⑤ 全体財務書類作成においては、連結する各会計の決算書等を公会計の財務書類に読み替えて

作成しているため、会計処理の手法等はそれぞれの会計の手法により異なります。 

 



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)

61,970,759 1,390,006 69,344 63,291,422 29,956,485 1,059,618 33,334,937

15,469,741 8,812 38,991 15,439,563 0 0 15,439,563

685,928 0 0 685,928 0 0 685,928

43,953,787 294,350 14,308 44,233,830 29,005,069 912,017 15,228,761

1,813,583 46,455 0 1,860,038 947,251 146,768 912,787

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

9,256 0 0 9,256 4,165 833 5,091

38,464 1,040,389 16,045 1,062,809 0 0 1,062,809

230,977,827 890,601 202,829 231,665,599 138,976,244 4,477,846 92,689,355

5,002,357 59,384 3,282 5,058,459 0 0 5,058,459

2,923,386 0 0 2,923,386 2,247,326 42,217 676,061

220,037,708 617,715 18,611 220,636,811 134,704,793 4,362,249 85,932,019

2,756,040 16,744 5,340 2,767,444 2,024,126 73,380 743,318

258,336 196,758 175,596 279,498 0 0 279,498

3,792,342 95,499 139,738 3,748,103 3,098,045 189,550 650,059

296,740,928 2,376,107 411,910 298,705,124 172,030,774 5,727,014 126,674,350

※単位未満四捨五入のため、合計額が一致しない場合があります。

　　船舶

【様式第５号】

全体 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

 事業用資産

　  土地

　　立木竹

　　建物

　　工作物

合計

　　浮標等

　　航空機

　　工作物

　　その他

　　建設仮勘定

 物品

　　その他

　　建設仮勘定

 インフラ資産

　　土地

　　建物


