
決算対象年度 ： 平成28年度

（単位：千円）

金　　額 金　　額
【資産の部】 【負債の部】
固定資産 14,522,847 固定負債 5,754,481
有形固定資産 12,246,744 地方債 4,807,431
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 338,196
建物減価償却累計額 △ 5,241,656 流動負債 849,004
工作物 460,703 １年内償還予定地方債 814,223
工作物減価償却累計額 △ 342,346 未払金 3,197
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 31,584
航空機 - 預り金 -
航空機減価償却累計額 - その他 -
その他 - 6,603,486
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 15,394,108

インフラ資産 6,119,539 余剰分（不足分） △ 5,803,879
土地 545,163
建物 48,531
建物減価償却累計額 △ 32,431
工作物 10,766,517
工作物減価償却累計額 △ 5,733,143
その他 1,004,545
その他減価償却累計額 △ 484,952
建設仮勘定 5,310

物品 273,300
物品減価償却累計額 △ 227,606

無形固定資産 6,515
ソフトウェア -
その他 6,515

投資その他の資産 2,269,587
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 861,228
減債基金 3,006
その他 858,221

その他 -
徴収不能引当金 -

流動資産 1,670,868
現金預金 801,416
未収金 216,901
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 859
その他 -
徴収不能引当金 △ 1,284 9,590,229

16,193,715 16,193,715

※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。

全体貸借対照表
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

（単位：千円）
金　　　額

経常費用 4,911,058
業務費用 2,319,246
人件費 659,911
職員給与費 565,482
賞与等引当金繰入額 31,584
退職手当引当金繰入額 -
その他 62,846

物件費等 1,549,906
物件費 954,089
維持補修費 88,675
減価償却費 464,185
その他 42,957

その他の業務費用 109,428
支払利息 78,691
徴収不能引当金繰入額 -
その他 30,737

移転費用 2,591,813
補助金等 2,130,022
社会保障給付 458,504
他会計への繰出金 0
その他 3,287

経常収益 792,376
使用料及び手数料 189,505
その他 602,871

純経常行政コスト 4,118,683
臨時損失 6,442
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 52

臨時利益 -
資産売却益 -
その他 -

純行政コスト 4,125,125

※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。

全体行政コスト計算書
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

（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 9,210,731 15,402,363 △ 44,291,632
純行政コスト（△） △ 4,125,125 △ 4,125,125
財源 4,572,464 4,572,464
税収等 3,292,365 3,292,365
国県等補助金 1,280,099 1,280,099

本年度差額 447,339 447,339
固定資産の変動（内部変動） 59,032 △ 59,032
有形固定資産等の増加 335,151 △ 335,151
有形固定資産等の減少 △ 472,375 472,375
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 △ 553 △ 553
本年度純資産変動額 379,499 △ 8,255 387,754
一般財源等充当調整額 - -
本年度末純資産残高 9,590,229 15,394,108 △ 5,803,879

※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。

全体純資産変動計算書
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 4,406,299
業務費用支出 1,814,486
人件費支出 629,196
物件費等支出 1,080,574
支払利息支出 78,691
その他の支出 26,026

移転費用支出 2,591,813
補助金等支出 2,130,022
社会保障給付支出 458,504
他会計への繰出支出 0
その他の支出 3,287

業務収入 4,834,114
税収等収入 3,281,209
国県等補助金収入 1,235,316
使用料及び手数料収入 226,033
その他の収入 91,556

臨時支出 625
災害復旧事業費支出 572
その他の支出 52

臨時収入 -
業務活動収支 427,190
【投資活動収支】
投資活動支出 423,694
公共施設等整備費支出 116,867
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 128,876
国県等補助金収入 18,105
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 △ 294,818
【財務活動収支】
財務活動支出 612,104
地方債償還支出 612,104
その他の支出 -

財務活動収入 410,634
地方債発行収入 410,634
その他の収入 -

財務活動収支 △ 201,470
本年度資金収支額 △ 69,098
一般財源等充当調整額 -
前年度末資金残高 853,253
本年度末資金残高 784,155

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 801,416

※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


