
【様式第1号】

自治体名：長野県高山村

会計：連結会計 （単位：千円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 38,426,947   固定負債 6,008,320

    有形固定資産 34,446,939     地方債等 4,926,952

      事業用資産 16,393,009     長期未払金 -

        土地 7,896,092     退職手当引当金 659,567

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 2,183,754     その他 421,800

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 702,252

        建物 13,960,058     １年内償還予定地方債等 607,063

        建物減価償却累計額 -8,038,137     未払金 14,768

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 691,758     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -334,266     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 49,243

        船舶 -     預り金 12,438

        船舶減価償却累計額 -     その他 18,739

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 6,710,571

        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 38,869,851

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -5,433,820

        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 -

        その他減価償却累計額 -

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 33,750

      インフラ資産 17,467,673

        土地 10,093,991

        土地減損損失累計額 -

        建物 9,531,796

        建物減価償却累計額 -6,407,694

        建物減損損失累計額 -

        工作物 24,371,515

        工作物減価償却累計額 -20,155,234

        工作物減損損失累計額 -

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 33,299

      物品 1,660,530

      物品減価償却累計額 -1,074,273

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 3,343

      ソフトウェア 3,343

      その他 -

    投資その他の資産 3,976,665

      投資及び出資金 10,119

        有価証券 1,340

        出資金 8,779

        その他 -

      長期延滞債権 124,630

      長期貸付金 3,430

      基金 3,840,643

        減債基金 222,480

        その他 3,618,163

      その他 30

      徴収不能引当金 -2,186

  流動資産 1,719,655

    現金預金 1,181,029

    未収金 76,719

    短期貸付金 151

    基金 442,753

      財政調整基金 442,753

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 20,800

    徴収不能引当金 -1,797

  繰延資産 - 純資産合計 33,436,031

資産合計 40,146,602 負債及び純資産合計 40,146,602

連結貸借対照表
（令和3年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：長野県高山村

会計：連結会計 （単位：千円）

連結行政コスト計算書
自　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日

科目 金額

  経常費用 7,338,339

    業務費用 3,385,947

      人件費 962,866

        職員給与費 639,724

        賞与等引当金繰入額 49,243

        退職手当引当金繰入額 53,446

        その他 220,453

      物件費等 2,322,154

        物件費 1,139,433

        維持補修費 356,424

        減価償却費 824,058

        その他 2,239

      その他の業務費用 100,927

        支払利息 44,806

        徴収不能引当金繰入額 1,891

        その他 54,229

    移転費用 3,952,391

      補助金等 2,227,095

      社会保障給付 1,705,981

      その他 19,316

  経常収益 470,462

    使用料及び手数料 285,655

    その他 184,807

純経常行政コスト 6,867,877

  臨時損失 8,840

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 8,840

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 1,403

    資産売却益 1,403

    その他 -

純行政コスト 6,875,313



【様式第3号】

自治体名：長野県高山村

会計：連結会計 （単位：千円）

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 33,469,994 39,034,068 -5,564,074 -

  純行政コスト（△） -6,875,313 -6,875,313 -

  財源 6,858,141 6,858,141 -

    税収等 3,931,892 3,931,892 -

    国県等補助金 2,926,249 2,926,249 -

  本年度差額 -17,172 -17,172 -

  固定資産等の変動（内部変動） -150,110 150,110

    有形固定資産等の増加 548,701 -548,701

    有形固定資産等の減少 -838,801 838,801

    貸付金・基金等の増加 327,874 -327,874

    貸付金・基金等の減少 -187,884 187,884

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -2,684 -2,684

  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 -10,245 -11,426 1,181 -

  その他 1 3 -2

  本年度純資産変動額 -30,100 -164,217 134,117 -

本年度末純資産残高 33,436,031 38,869,851 -5,433,820 -

連結純資産変動計算書
自　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日

科目 合計



【様式第4号】

自治体名：長野県高山村

会計：連結会計 （単位：千円）

連結資金収支計算書
自　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日

科目 金額

【業務活動収支】

  業務支出 6,503,828

    業務費用支出 2,501,561

      人件費支出 909,500

      物件費等支出 1,508,839

      支払利息支出 44,806

      その他の支出 38,415

    移転費用支出 4,002,268

      補助金等支出 2,229,810

      社会保障給付支出 1,705,981

      その他の支出 66,477

  業務収入 7,092,232

    税収等収入 3,967,228

    国県等補助金収入 2,680,212

    使用料及び手数料収入 266,106

    その他の収入 178,686

  臨時支出 -

    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 588,404

【投資活動収支】

  投資活動支出 823,537

    公共施設等整備費支出 534,299

    基金積立金支出 254,238

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 35,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 355,654

    国県等補助金収入 246,037

    基金取崩収入 66,725

    貸付金元金回収収入 35,685

    資産売却収入 1,745

    その他の収入 5,462

投資活動収支 -467,882

【財務活動収支】

  財務活動支出 567,027

    地方債等償還支出 556,079

    その他の支出 10,948

  財務活動収入 501,034

    地方債等発行収入 501,034

    その他の収入 -

前年度末歳計外現金残高 8,552

本年度歳計外現金増減額 3,867

本年度末歳計外現金残高 12,419

本年度末現金預金残高 1,181,029

財務活動収支 -65,994

本年度資金収支額 54,528

前年度末資金残高 1,115,482

比例連結割合変更に伴う差額 -1,400

本年度末資金残高 1,168,610



自治体名：長野県高山村

会計：連結会計　年度：令和２年度

【様式第5号】

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

①有形固定資産の明細 （単位：千円）

区分
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)

本年度減価償却額
(F)

差引本年度末残高
(D)-(E)
(G)

事業用資産 24,655,588 406,174 296,351 24,765,411 8,372,402 331,837 16,393,009

　土地 7,883,001 14,963 1,872 7,896,092 0 0 7,896,092

　立木竹 2,194,189 0 10,436 2,183,754 0 0 2,183,754

　建物 13,764,598 209,226 13,766 13,960,058 8,038,137 314,736 5,921,921

　工作物 644,913 64,662 17,817 691,758 334,266 17,101 357,492

　船舶 0 0 0 0 0 0 0

　浮標等 0 0 0 0 0 0 0

　航空機 0 0 0 0 0 0 0

　その他の有形固定資産 0 0 0 0 0 0 0

　建設仮勘定 168,888 117,322 252,460 33,750 0 0 33,750

インフラ資産 43,849,662 726,144 545,205 44,030,601 26,562,928 404,522 17,467,673

　土地 10,084,938 9,053 0 10,093,991 0 0 10,093,991

　建物 9,531,796 0 0 9,531,796 6,407,694 257,112 3,124,103

　工作物 23,795,679 575,836 0 24,371,515 20,155,234 147,410 4,216,281

　その他 0 0 0 0 0 0 0

　建設仮勘定 437,248 141,256 545,205 33,299 0 0 33,299

物品 1,461,059 201,666 2,194 1,660,530 1,074,273 87,600 586,257

合計 69,966,309 1,333,984 843,750 70,456,543 36,009,604 823,959 34,446,939



令和２年度連結会計財務書類に係る注記 

 

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 

開始時における有形固定資産等の評価は原則として取得原価とし、取得原価が不明な

ものは原則として再調達原価としております。 

また開始後については、原則として取得原価とし再調達原価での評価は行わないこと

としております。 

 

(2).有価証券等の評価基準及び評価方法 

① 市場価格のある有価証券等 

会計年度末における市場価格をもって連結貸借対照表価額としております。  

② 市場価格がない有価証券等 

取得原価をもって連結貸借対照表価額としております。 

 ただし、市場価格のないものについて、実質価額が著しく低下した場合には、相当

の減額を行うこととしております。 

 なお、実質価額の低下割合が 30%以上である場合には、「著しく低下した場合」に該

当するものとしております。 

 

(3).有形固定資産等の減価償却の方法 

① 有形固定資産（事業用資産、インフラ資産）  

 定額法を採用しております。 

② 無形固定資産 

 定額法を採用しております。 

 

(4).引当金の計上基準及び算定方法 

① 徴収不能引当金 

 過去 5年間の平均不納欠損率により計上しております。 

② 賞与引当金 

 翌年度 6 月支給予定の期末・勤勉手当及びこれに係る法定福利費のうち、全支給対

象期間に対する本年度の支給対象期間の割合を乗じた額を計上しております。 

③ 退職手当引当金 

 本年度末に特別職を含む全職員（本年度末退職者を除く）が普通退職した場合の退

職手当要支給額を計上しております。 



(5).リース取引の処理方法 

① ファイナンス・リース取引 

   ア. 所有権移転ファイナンス・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おります。 

   イ. ア.以外のファイナンス・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おります。 

  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おります。 

 

(6).連結資金収支計算書における資金の範囲 

現金（手許現金及び要求払預金）及び現金同等物（3ヶ月以内の短期投資等）を資金の

範囲としております。 

  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

払いを含んでおります。 

 

(7).消費税等の会計処理 

 税込方式によっております。ただし、上水道事業会計は税抜方式によっております。 

 

2. 重要な会計方針の変更等 

該当ありません。 

 

3．追加情報 

 

(1).連結対象団体（連結会計）の一覧 

団体（会計）名 区分 連結の方法 比例連結割合 

長野広域連合 

(一般会計) 
一部事務組合・広域連合 比例連結 2.37％ 

長野広域連合 

(老人福祉施設等運営事業特別会計) 
一部事務組合・広域連合 比例連結 2.12％ 

長野広域連合 

(長野地域ふるさと事業特別会計) 
一部事務組合・広域連合 比例連結 2.15％ 

長野広域連合 

(ごみ処理施設事業特別会計) 
一部事務組合・広域連合 比例連結 0.76％ 

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 0.41％ 



長野県市町村自治振興組合 

(電子申請・届出サービス) 
一部事務組合・広域連合 比例連結 0.30％ 

長野県市町村自治振興組合 

(高速情報ネットワーク運営) 
一部事務組合・広域連合 比例連結 2.08％ 

長野県市町村自治振興組合 

(情報セキュリティクラウド運営) 
一部事務組合・広域連合 比例連結 0.71％ 

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 0.28％ 

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 0.8834％ 

長野県市町村総合事務組合 

(非常勤職員公務災害補償特別会計) 
一部事務組合・広域連合 比例連結 0.8511％ 

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 5.20％ 

須高行政事務組合 一部事務組合・広域連合 比例連結 10.90％ 

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 0.332％ 

高山村土地開発公社 地方三公社 全部連結 － 

連結の方法は次のとおりです。  

① 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き比例連結の対象とし

ています。 

② 地方三公社は、すべて全部連結の対象としています。  

 

(2).出納整理期間について 

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

ております。 

 

(3).財務書類の表示金額単位 

  記載金額は千円単位未満を四捨五入して表示しているため、合計が一致しない場合が

あります。 
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