
決算対象年度 ： 平成28年度
会計 ： 一般会計

（単位：千円）

金　　額 金　　額
【資産の部】 【負債の部】
固定資産 11,804,275 固定負債 3,514,284
有形固定資産 9,599,996 地方債 2,905,430
事業用資産 6,081,511 長期未払金 54,504
土地 2,579,402 退職手当引当金 554,350
立木竹 - 損失補償等引当金 -
建物 8,625,408 その他 -
建物減価償却累計額 △ 5,241,656 流動負債 700,587
工作物 460,703 １年内償還予定地方債 669,950
工作物減価償却累計額 △ 342,346 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 30,637
航空機 - 預り金 -
航空機減価償却累計額 - その他 -
その他 - 4,214,871
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 - 固定資産等形成分 12,675,536

インフラ資産 3,473,779 余剰分（不足分） △ 4,103,478
土地 517,646
建物 10,920
建物減価償却累計額 △ 9,876
工作物 6,963,026
工作物減価償却累計額 △ 4,391,457
その他 480,000
その他減価償却累計額 △ 96,480
建設仮勘定 -

物品 269,856
物品減価償却累計額 △ 225,150

無形固定資産 -
ソフトウェア -
その他 -

投資その他の資産 2,204,279
投資及び出資金 1,406,860
有価証券 35,951
出資金 1,370,909
その他 -

投資損失引当金 -
長期延滞債権 -
長期貸付金 1,500
基金 795,919
減債基金 3,006
その他 792,912

その他 -
徴収不能引当金 -

流動資産 982,654
現金預金 188,740
未収金 140,937
短期貸付金 -
基金 652,977
財政調整基金 652,977
減債基金 -

棚卸資産 -
その他 -
徴収不能引当金 - 8,572,058

12,786,929 12,786,929

※下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

貸借対照表
平成２９年　３月３１日現在

科　　　　　　目 科　　　　　　目

資産合計

負債合計

純資産合計

負債及び純資産合計

福島県玉川村



決算対象年度 ： 平成28年度
会計 ： 一般会計

（単位：千円）
金　　　額

経常費用 3,432,215
業務費用 2,003,368
人件費 644,092
職員給与費 554,474
賞与等引当金繰入額 30,637
退職手当引当金繰入額 -
その他 58,980

物件費等 1,306,691
物件費 812,756
維持補修費 81,133
減価償却費 372,260
その他 40,541

その他の業務費用 52,585
支払利息 33,467
徴収不能引当金繰入額 -
その他 19,118

移転費用 1,428,847
補助金等 723,963
社会保障給付 457,274
他会計への繰出金 247,029
その他 581

経常収益 510,525
使用料及び手数料 46,541
その他 463,984

純経常行政コスト 2,921,690
臨時損失 6,390
災害復旧事業費 572
資産除売却損 5,818
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 -
資産売却益 -
その他 -

純行政コスト 2,928,080

※下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

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

福島県玉川村



決算対象年度 ： 平成28年度
会計 ： 一般会計

（単位：千円）

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 8,446,032 12,681,012 △ 4,234,980
純行政コスト（△） △ 2,928,080 △ 2,928,080
財源 3,121,205 3,121,205
税収等 2,461,393 2,461,393
国県等補助金 659,812 659,812

本年度差額 193,125 193,125
固定資産の変動（内部変動） 61,811 △ 61,811
有形固定資産等の増加 243,634 △ 243,634
有形固定資産等の減少 △ 378,078 378,078
貸付金・基金等の増加 306,827 △ 306,827
貸付金・基金等の減少 △ 110,572 110,572

資産評価差額 - -
無償所管換等 △ 67,287 △ 67,287
内部取引 - -
その他 188 188
本年度純資産変動額 126,026 △ 5,476 131,502
一般財源等充当調整額 - -
本年度末純資産残高 8,572,058 12,675,536 △ 4,103,478

※下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

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

科　　　　　　　　　目

福島県玉川村



決算対象年度 ： 平成28年度
会計 ： 一般会計

（単位：千円）
金　　　額

【業務活動収支】
業務支出 3,025,505
業務費用支出 1,596,658
人件費支出 613,455
物件費等支出 934,732
支払利息支出 33,467
その他の支出 15,004

移転費用支出 1,428,847
補助金等支出 723,963
社会保障給付支出 457,274
他会計への繰出支出 247,029
その他の支出 581

業務収入 3,208,957
税収等収入 2,459,180
国県等補助金収入 614,811
使用料及び手数料収入 48,473
その他の収入 86,493

臨時支出 572
災害復旧事業費支出 572
その他の支出 -

臨時収入 -
業務活動収支 182,879
【投資活動収支】
投資活動支出 332,177
公共施設等整備費支出 25,349
基金積立金支出 300,827
投資及び出資金支出 -
貸付金支出 6,000
その他の支出 -

投資活動収入 118,462
国県等補助金収入 7,690
基金取崩収入 104,372
貸付金元金回収収入 6,200
資産売却収入 200
その他の収入 -

投資活動収支 △ 213,715
【財務活動収支】
財務活動支出 475,876
地方債償還支出 475,876
その他の支出 -

財務活動収入 365,134
地方債発行収入 365,134
その他の収入 -

財務活動収支 △ 110,742
本年度資金収支額 △ 141,578
一般財源等充当調整額 -
前年度末資金残高 313,058
本年度末資金残高 171,480

前年度末歳計外現金残高 17,260
本年度歳計外現金増減額 -
本年度末歳計外現金残高 17,260
本年度末現金預金残高 188,740

※下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

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

福島県玉川村


