
【様式第1号】

会計：一般会計等 （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 20,952,258   固定負債 1,935,373

    有形固定資産 19,385,427     地方債 1,520,076

      事業用資産 9,775,024     長期未払金 -

        土地 818,892     退職手当引当金 411,246

        立木竹 5,582,618     損失補償等引当金 -

        建物 5,780,246     その他 4,052

        建物減価償却累計額 -3,000,553   流動負債 222,130

        工作物 1,209,255     １年内償還予定地方債 192,211

        工作物減価償却累計額 -640,018     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 19,184

        航空機 -     預り金 7,958

        航空機減価償却累計額 -     その他 2,776

        その他 - 負債合計 2,157,503

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 24,583   固定資産等形成分 22,069,492

      インフラ資産 9,300,945   余剰分（不足分） -1,994,333

        土地 23,502

        建物 92,619

        建物減価償却累計額 -73,216

        工作物 25,100,753

        工作物減価償却累計額 -15,925,925

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 83,212

      物品 695,056

      物品減価償却累計額 -385,598

    無形固定資産 -

      ソフトウェア -

      その他 -

    投資その他の資産 1,566,831

      投資及び出資金 43,353

        有価証券 2,084

        出資金 41,269

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 1,127

      長期貸付金 2,090

      基金 1,512,351

        減債基金 -

        その他 1,512,351

      その他 10,000

      徴収不能引当金 -2,090

  流動資産 1,280,403

    現金預金 156,309

    未収金 6,860

    短期貸付金 -

    基金 1,117,234

      財政調整基金 483,385

      減債基金 633,849

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 - 純資産合計 20,075,159

資産合計 22,232,661 負債及び純資産合計 22,232,661

貸借対照表
（令和3年3月31日現在）



【様式第2号】

会計：一般会計等 （単位：千円）

    その他 -

純行政コスト 2,145,016

    その他 3,216

  臨時利益 3,338

    資産売却益 3,338

    資産除売却損 9,194

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

純経常行政コスト 2,022,064

  臨時損失 126,291

    災害復旧事業費 113,881

  経常収益 90,414

    使用料及び手数料 21,980

    その他 68,434

      社会保障給付 83,072

      他会計への繰出金 117,583

      その他 1,185

        その他 4,579

    移転費用 595,579

      補助金等 393,739

      その他の業務費用 7,398

        支払利息 2,820

        徴収不能引当金繰入額 -1

        維持補修費 139,465

        減価償却費 675,394

        その他 -

        その他 71,335

      物件費等 1,167,364

        物件費 352,505

        職員給与費 254,138

        賞与等引当金繰入額 19,184

        退職手当引当金繰入額 -2,521

  経常費用 2,112,478

    業務費用 1,516,899

      人件費 342,136

行政コスト計算書
自　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日

科目名 金額



【様式第3号】

会計：一般会計等 （単位：千円）

科目名 合計 固定資産等形成分 余剰分(不足分)

前年度末純資産残高 20,140,749 21,760,101 -1,619,352

  純行政コスト（△） -2,145,016 -2,145,016

  財源 2,092,825 2,092,825

    税収等 1,578,449 1,578,449

    国県等補助金 514,375 514,375

  本年度差額 -52,192 -52,192

  固定資産等の変動（内部変動） 322,790 -322,790

    有形固定資産等の増加 828,385 -828,385

    有形固定資産等の減少 -684,588 684,588

    貸付金・基金等の増加 182,994 -182,994

    貸付金・基金等の減少 -4,000 4,000

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -13,399 -13,399

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -65,591 309,391 -374,982

本年度末純資産残高 20,075,159 22,069,492 -1,994,333

純資産変動計算書
自　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日



【様式第4号】

会計：一般会計等 （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 7,722

本年度歳計外現金増減額 236

本年度末歳計外現金残高 7,958

本年度末現金預金残高 156,309

    その他の収入 -

財務活動収支 173,137

本年度資金収支額 -207,603

前年度末資金残高 355,954

本年度末資金残高 148,351

  財務活動支出 224,863

    地方債償還支出 219,600

    その他の支出 5,262

  財務活動収入 398,000

    地方債発行収入 398,000

    貸付金元金回収収入 -

    資産売却収入 3,338

    その他の収入 -

投資活動収支 -932,074

【財務活動収支】

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 78,085

    国県等補助金収入 70,747

    基金取崩収入 4,000

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,010,159

    公共施設等整備費支出 825,020

    基金積立金支出 185,139

    投資及び出資金支出 -

  臨時支出 113,881

    災害復旧事業費支出 113,881

    その他の支出 -

  臨時収入 45,558

業務活動収支 551,334

  業務収入 2,061,584

    税収等収入 1,572,671

    国県等補助金収入 398,070

    使用料及び手数料収入 21,567

    その他の収入 69,276

    移転費用支出 595,579

      補助金等支出 393,739

      社会保障給付支出 83,072

      他会計への繰出支出 117,583

      その他の支出 1,185

    業務費用支出 846,349

      人件費支出 346,980

      物件費等支出 491,970

      支払利息支出 2,820

      その他の支出 4,579

資金収支計算書
自　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 1,441,928



自治体名：大鹿村

会計：一般会計等 （単位：円）

令和2年度 令和元年度 平成30年度

住民一人当たり資産額 22,756,050 22,126,358 22,150,482

歳入額対資産比率 7.56 8.69 9.29

有形固定資産減価償却率 60.9％ 60.5％ 59.3％

純資産比率 90.3％ 91.0％ 90.9％

社会資本等形成の世代間負担比率 
（将来世代負担比率）

8.8％ 8.0％ 8.0％

住民一人当たり負債額 2,208,294 1,985,609 2,005,982

基礎的財政収支（プライマリーバランス） -196,781,022 98,351,582 -243,654,075

債務償還比率 0.00 0.00 0.00

債務償還比率（参考値） 2.76 2.95 9.92

住民一人当たり行政コスト 2,195,513 1,979,383 1,975,598

行政コスト対税収等比率 96.6％ 95.7％ 120.6％

経常収支比率（参考値） 0.0％ 0.0％ 0.0％

受益者負担の割合 4.3％ 13.0％ 5.4％

財政力指数（参考値） 0 0 0

実質赤字比率 0.0％ 0.0％ 0.0％

連結実質赤字比率 0.0％ 0.0％ 0.0％

実質公債費比率 0.0％ 0.0％ 0.0％

将来負担比率 0.0％ 0.0％ 0.0％

行政コストの状況

受益者負担の状況

健全化判断比率
（参考値）

指標一覧

指標

資産の状況

資産と負債の比率

負債の状況

1/1



引当金の明細
自治体名：大鹿村 一般会計等
年度：令和2年度

(単位：千円)

目的使用 その他

徴収不能引当金 3,198                                2,090                                -                                     3,198                                2,090                                

退職手当引当金 413,767                             △2,521                             -                                     -                                     411,246                             

賞与等引当金 21,507                              19,184                              21,507                              -                                     19,184                              

合計 438,472                             18,753                              21,507                              3,198                                432,520                             

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



基金の明細
自治体名：大鹿村 一般会計等
年度：令和2年度

(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 483,385                           -                                    -                                    -                                    483,385                           483,385                           

減債基金 633,849                           -                                    -                                    -                                    633,849                           633,849                           

公共施設等整備基金 716,335                           -                                    -                                    -                                    716,335                           716,335                           

文教施設整備基金 89,949                            -                                    -                                    -                                    89,949                            89,949                            

ふるさとづくり基金 348,685                           -                                    -                                    -                                    348,685                           348,685                           

高齢者福祉基金 72,689                            -                                    -                                    -                                    72,689                            72,689                            

地域福祉基金 5,921                              100,000                           -                                    -                                    105,921                           105,921                           

歌舞伎伝承基金 -                                    100,000                           -                                    -                                    100,000                           100,000                           

畜産振興基金 12,134                            -                                    -                                    -                                    12,134                            12,134                            

ふるさと保全基金 7,000                              -                                    -                                    -                                    7,000                              7,000                              

土地開発基金 30,766                            -                                    7,601                              -                                    38,367                            38,367                            

奨学資金貸付基金 1,292                              -                                    -                                    2,090                              3,382                              3,382                              

補助事業等つなぎ資金貸付基金 10,000                            -                                    -                                    -                                    10,000                            10,000                            

森林環境譲与税基金 7,889                              -                                    -                                    -                                    7,889                              7,889                              

合計 2,419,894                        200,000                           7,601                              2,090                              2,629,585                        2,629,585                        



財源の明細
自治体名：大鹿村 一般会計等
年度：令和2年度

(単位：千円)

会計 区分 金額

194,095                                     

36,019                                      

28,346                                      

1,301,671                                  

688                                          

17,630                                      

1,578,449                                  

国庫支出金 216,043                                     

都道府県等支出金 3,442                                        

委託金 -                                             

計 219,485                                     

国庫支出金 223,268                                     

都道府県等支出金 65,985                                      

委託金 5,637                                        

計 294,890                                     

514,375                                     

2,092,825                                  

国県等補助金

資本的 
補助金

経常的 
補助金

小計

合計

財源の内容

一般会計

税収等

地方税

地方譲与税

交付金

地方交付税

負担金

寄付金

小計



資金の明細
自治体名：大鹿村 一般会計等
年度：令和2年度

(単位：千円)

種類 本年度末残高

要求払預金 148,351                                                                     

合計 148,351                                                                     



貸付金の明細
自治体名：大鹿村 一般会計等
年度：令和2年度

(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

就学資金貸付金 2,090                              △2,090                           -                                   -                                   2,090                              

合計 2,090                              △2,090                           -                                   -                                   2,090                              

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



地方債等（借入先別）の明細
自治体名：大鹿村 一般会計等
年度：令和2年度

(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】

緊急防災・減災事業債 1,791                    1,193                        1,791                    -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

一般単独事業債 2,400                    478                           -                          -                          2,400                    -                          -                          -                          -                          -                          

過疎対策事業債 1,460,053               161,512                     1,460,053               -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

教育福祉施設等整備事業債 180,437                 12,878                       90,100                   -                          -                          90,337                   -                          -                          -                          -                          

全国防災事業債 -                          -                              -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

災害復旧事業債 41,538                   1,061                        41,538                   -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

財源対策債 -                          -                              -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

その他 14,565                   3,587                        -                          14,565                   -                          -                          -                          -                          -                          -                          

【特別分】

臨時財政対策債 11,502                   11,502                       11,502                   -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

　合計 1,712,287               192,211                     1,604,985               14,565                   2,400                    90,337                   -                          -                          -                          -                          

市場公募債 その他種類 地方債等残高 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



地方債等（返済期間別）の明細
自治体名：大鹿村 一般会計等
年度：令和2年度

(単位：千円)

地方債等残高 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
5年超 

10年以内
10年超 

15年以内
15年超 

20年以内
20年超

1,712,287                              192,211             193,579             194,126             212,426             192,276             618,755             84,748              24,164              -                     



地方債等（利率別）の明細
自治体名：大鹿村 一般会計等
年度：令和2年度

(単位：千円)

地方債等残高 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
3.5%超 

4.0%以下
4.0%超

(参考) 
加重平均 

利率

1,712,287                               1,712,287           -                      -                      -                      -                      -                      -                      0.20%



長期延滞債権の明細
自治体名：大鹿村 一般会計等
年度：令和2年度

(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

【貸付金】

小計 -                                   -                                   

【未収金】

税等未収金

村税 56                                  -                                   

その他の未収金

使用料及び手数料 1,071                              -                                   

小計 1,127                              -                                   

合計 1,127                              -                                   



投資及び出資金の明細
自治体名：大鹿村 一般会計等
年度：令和2年度

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) X (B) 

(C)

取得単価 
(D)

取得原価 
(A) X (D) 

(E)

評価差額 
(C) - (E) 

(F)

(参考)財産に関する 
調書記載額

合計

市場価格のないもののうち連結対象団体に対するもの (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) X (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

南信州広域振興基金
(ふるさと保全基金)

25,472                   -                           -                           -                           - - - -                           25,472                   

合計 25,472                   -                           -                           -                           -                           - -                           -                           25,472                   

市場価格のないもののうち連結対象団体以外に対するもの (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) X (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

有限会社秋葉路 5,000                     16,061                   12,138                   3,923                     10,000                   50.000% 1,962                     3,038                     1,962                     5,000                     

株式会社南信州観光公社 300                       58,699                   46,588                   12,112                   29,650                   1.012% 123                       177                       123                       300                       

長野県農業信用基金協会 700                       273,543,521            261,603,847            11,939,674              8,241,430               0.008% 1,014                     -                           700                       700                       

長野県緑の基金 950                       667,818                  2,188                     665,630                  - - - -                           950                       950                       

飯伊森林組合 13,000                   1,579,518               454,071                  1,125,446               100,632                  12.918% 145,389                  -                           13,000                   13,000                   

長野県林業センター 100                       424,608                  6,134                     418,474                  - - - -                           100                       100                       

長野県信用保証協会 552                       833,924,278            766,939,483            66,984,795              - - - -                           552                       552                       

長野県消防協会 107                       468,253                  1,032                     467,221                  - - - -                           107                       107                       

南信州飯田産業センター
(旧：飯伊地域地場産業振興ｾﾝﾀｰ)

38                         847,404                  166,059                  681,345                  - - - -                           38                         38                         

林業コンサルタント協会 50                         1,385,957               207,235                  1,178,722               - - - -                           50                         50                         

地方公共団体金融機構　 300                       24,857,606              24,516,985              340,621                  16,602                   0.002% 6,155                     -                           300                       300                       

合計 21,097                   25,970,522,118        25,546,423,776        424,098,342            24,983,712              - 154,643                  3,216                     17,881                   21,097                   

※地方公共団体金融機構の「資産」、「負債」、「純資産額」、「資本金」は百万円単位です。



特定の契約条項が付された地方債等の概要
自治体名：大鹿村 一般会計等
年度：令和2年度

(単位：千円)
特定の契約条項が 

付された地方債等残高
契約条項の概要

-



補助金等の明細
自治体名：大鹿村 一般会計等
年度：令和2年度

(単位：千円)

区分 名称 相手先 金額 支出目的

計 -                             

特別定額給付金 特別定額給付金受給者 99,400                      

新型コロナウイルス感染症対策商工振興補助金 大鹿村商工会 42,316                      

飯田地区広域消防組合負担金 南信州広域連合 32,678                      

退職手当負担金 長野県総合事務組合 24,855                      

社会福祉協議会補助金 大鹿村社会福祉協議会 15,376                      

廃止代替バス運行補助金 伊那バス（株） 18,763                      

後期高齢者医療医療費負担金 長野県後期高齢者医療広域連合 15,060                      

ケーブルテレビ事業負担金 （株）飯田ケーブルテレビ 13,215                      

竜水園負担金 南信州広域連合 8,812                        

その他補助金等 123,265                     

計 393,739                     

合計 393,739                     

他団体への公共施設等整備補助金等 
(所有外資産分)

その他の補助金等



未収金の明細
自治体名：大鹿村 一般会計等
年度：令和2年度

(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

【貸付金】

小計 -                                   -                                   

【未収金】

税等未収金

村税 5,790                              -                                   

分担金・負担金 -                                   -                                   

その他の未収金

使用料及び手数料 1,068                              -                                   

財産収入 -                                   -                                   

諸収入 2                                   -                                   

小計 6,860                              -                                   

合計 6,860                              -                                   


