
【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 146,997,759   固定負債 52,306,313

    有形固定資産 140,059,211     地方債等 36,277,968

      事業用資産 35,305,582     長期未払金 -

        土地 15,651,397     退職手当引当金 3,918,145

        立木竹 685,928     損失補償等引当金 -

        建物 47,000,159     その他 12,110,200

        建物減価償却累計額 -28,735,360   流動負債 4,299,252

        工作物 1,189,381     １年内償還予定地方債等 3,763,518

        工作物減価償却累計額 -798,226     未払金 108,114

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 2,991

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 284,824

        航空機 -     預り金 42,978

        航空機減価償却累計額 -     その他 96,827

        その他 234,694 負債合計 56,605,566

        その他減価償却累計額 -171,581 【純資産の部】

        建設仮勘定 249,191   固定資産等形成分 149,839,528

      インフラ資産 103,788,401   余剰分（不足分） -51,470,694

        土地 4,717,323   他団体出資等分 78,520

        建物 2,844,158

        建物減価償却累計額 -2,124,043

        工作物 218,884,223

        工作物減価償却累計額 -121,637,380

        その他 2,747,746

        その他減価償却累計額 -1,916,511

        建設仮勘定 272,886

      物品 3,664,825

      物品減価償却累計額 -2,699,598

    無形固定資産 2,505,516

      ソフトウェア 155

      その他 2,505,361

    投資その他の資産 4,433,033

      投資及び出資金 66,485

        有価証券 13,298

        出資金 53,187

        その他 -

      長期延滞債権 671,432

      長期貸付金 33,702

      基金 3,835,621

        減債基金 -

        その他 3,835,621

      その他 1,248

      徴収不能引当金 -175,455

  流動資産 8,055,160

    現金預金 4,652,394

    未収金 488,571

    短期貸付金 6,594

    基金 2,835,175

      財政調整基金 2,668,613

      減債基金 166,562

    棚卸資産 101,752

    その他 3,442

    徴収不能引当金 -32,767

  繰延資産 - 純資産合計 98,447,354

資産合計 155,052,920 負債及び純資産合計 155,052,920

連結貸借対照表
（平成29年3月31日現在）



【様式第2号】

（単位：千円）

    資産売却益 6,768

    その他 -

純行政コスト 33,507,663

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 6,768

  臨時損失 7,541

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 7,541

    使用料及び手数料 2,351,694

    その他 1,937,795

純経常行政コスト 33,506,890

      社会保障給付 18,898,508

      その他 2,356

  経常収益 4,289,489

        その他 484,720

    移転費用 21,276,550

      補助金等 2,375,685

      その他の業務費用 1,166,616

        支払利息 635,690

        徴収不能引当金繰入額 46,206

        維持補修費 203,317

        減価償却費 5,778,298

        その他 214,932

        その他 351,725

      物件費等 10,996,393

        物件費 4,799,845

        職員給与費 3,275,483

        賞与等引当金繰入額 285,836

        退職手当引当金繰入額 443,776

  経常費用 37,796,379

    業務費用 16,519,829

      人件費 4,356,820

連結行政コスト計算書
自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日

科目名 金額



【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 99,752,163 153,602,536 -53,939,150 88,776

  純行政コスト（△） -33,507,663 -33,500,476 -7,187

  財源 32,175,586 32,178,656 -3,070

    税収等 21,372,005 21,375,075 -3,070

    国県等補助金 10,803,581 10,803,581 -

  本年度差額 -1,332,076 -1,321,820 -10,257

  固定資産等の変動（内部変動） -3,790,160 3,790,160

    有形固定資産等の増加 2,713,882 -2,713,882

    有形固定資産等の減少 -6,139,363 6,139,363

    貸付金・基金等の増加 2,230,466 -2,230,466

    貸付金・基金等の減少 -2,595,146 2,595,146

  資産評価差額 6 6

  無償所管換等 27,146 27,146

  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 115 - 115

  本年度純資産変動額 -1,304,809 -3,763,008 2,468,456 -10,257

本年度末純資産残高 98,447,354 149,839,528 -51,470,694 78,520

連結純資産変動計算書
自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日



【様式第4号】

（単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 23,714

本年度歳計外現金増減額 1,622

本年度末歳計外現金残高 25,336

本年度末現金預金残高 4,652,394

財務活動収支 -1,563,873

本年度資金収支額 468,413

前年度末資金残高 4,158,644

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 4,627,057

    地方債等償還支出 3,566,667

    その他の支出 99,916

  財務活動収入 2,102,710

    地方債等発行収入 2,095,210

    その他の収入 7,500

    資産売却収入 45,160

    その他の収入 20,378

投資活動収支 -1,415,197

【財務活動収支】

  財務活動支出 3,666,583

    その他の支出 -

  投資活動収入 2,576,157

    国県等補助金収入 724,389

    基金取崩収入 656,118

    貸付金元金回収収入 1,130,113

  投資活動支出 3,991,354

    公共施設等整備費支出 2,161,216

    基金積立金支出 704,497

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 1,125,640

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 3,447,482

【投資活動収支】

    税収等収入 21,447,700

    国県等補助金収入 10,053,192

    使用料及び手数料収入 2,364,982

    その他の収入 1,379,197

  臨時支出 -

    移転費用支出 21,280,641

      補助金等支出 2,379,776

      社会保障給付支出 18,898,508

      その他の支出 2,356

  業務収入 35,245,071

    業務費用支出 10,516,947

      人件費支出 4,198,612

      物件費等支出 5,166,229

      支払利息支出 635,836

      その他の支出 516,270

連結資金収支計算書
自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 31,797,588



須坂市 連結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。 

 

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 

初年度のため変更はありません。 

 

⑵ 表示方法の変更 

初年度のため変更はありません。 

 

⑶ 資金収支計算書における資金の範囲の変更 

初年度のため変更はありません。 

 

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 連結財務書類の対象範囲及び連結の方法は次のとおりです。 

対象範囲 連結の方法 

一般会計 全部連結 

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 〃 

須坂温泉株式会社 〃 

一般財団法人須坂市文化振興事業団 〃 

須坂市土地開発公社 〃 



対象範囲 連結の方法 

須高行政事務組合 比例連結 

長野県市町村自治振興組合 〃 

長野県民交通災害共済組合 〃 

長野広域連合 〃 

長野県後期高齢者医療広域連合 〃 

長野県地方税滞納整理機構 〃 

 

② 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。 

 

③ 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。 

 

④ 連結財務書類作成においては、統一的な基準により財務書類を作成した一部事務組合・広域

連合を除き、連結対象団体の決算書等を統一的な基準による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団体の手法により異なる場合があります。 

 


