
決算対象年度 ： 平成29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 12,001,097 固定負債 3,712,998
有形固定資産 9,632,415 地方債 3,158,441
事業用資産 6,207,658 長期未払金 43,115
土地 2,549,243 退職手当引当金 511,442
立木竹 - 損失補償等引当金 -
建物 8,939,176 その他 -
建物減価償却累計額 △ 5,407,186 流動負債 286,891
工作物 472,064 １年内償還予定地方債 256,043
工作物減価償却累計額 △ 354,979 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 30,848
航空機 - 預り金 -
航空機減価償却累計額 - その他 -
その他 - 3,999,889
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 9,340 固定資産等形成分 12,657,574

インフラ資産 3,389,726 余剰分（不足分） △ 3,661,277
土地 517,646
建物 10,920
建物減価償却累計額 △ 10,543
工作物 7,041,127
工作物減価償却累計額 △ 4,520,784
その他 480,000
その他減価償却累計額 △ 128,640
建設仮勘定 -

物品 273,613
物品減価償却累計額 △ 238,582

無形固定資産 3,834
ソフトウェア 3,834
その他 -

投資その他の資産 2,364,848
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 1,295
基金 956,693
減債基金 3,007
その他 953,685

その他 -
徴収不能引当金 -

流動資産 995,089
現金預金 171,763
未収金 171,328
短期貸付金 -
基金 656,477
財政調整基金 656,477
減債基金 -

棚卸資産 -
その他 -
徴収不能引当金 △ 4,479 8,996,297

12,996,186 12,996,186

※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。

資産合計

負債合計

純資産合計

負債及び純資産合計

貸借対照表
平成３０年　３月３１日現在

科　　　　　　目 科　　　　　　目

福島県玉川村



決算対象年度 ： 平成29年度
会計 ： 一般会計

（単位：千円）
金　　　額

経常費用 3,155,884
業務費用 1,774,842
人件費 654,008
職員給与費 562,095
賞与等引当金繰入額 30,848
退職手当引当金繰入額 -
その他 61,065

物件費等 1,080,322
物件費 716,048
維持補修費 9,239
減価償却費 353,750
その他 1,285

その他の業務費用 40,512
支払利息 25,702
徴収不能引当金繰入額 4,479
その他 10,332

移転費用 1,381,042
補助金等 656,170
社会保障給付 480,325
他会計への繰出金 240,581
その他 3,966

経常収益 321,586
使用料及び手数料 46,698
その他 274,888

純経常行政コスト 2,834,298
臨時損失 12,604
災害復旧事業費 11,324
資産除売却損 1,280
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 43,550
資産売却益 43,550
その他 -

純行政コスト 2,803,352

※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２９年　４月　１日
至　平成３０年　３月３１日

科　　　　　　　　　目

福島県玉川村



決算対象年度 ： 平成29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 8,572,058 12,457,252 △ 3,885,194
純行政コスト（△） △ 2,803,352 △ 2,803,352
財源 3,264,811 3,264,811
税収等 2,517,248 2,517,248
国県等補助金 747,563 747,563

本年度差額 461,459 461,459
固定資産の変動（内部変動） 51,202 △ 51,202
有形固定資産等の増加 271,289 △ 271,289
有形固定資産等の減少 △ 384,155 384,155
貸付金・基金等の増加 293,174 △ 293,174
貸付金・基金等の減少 △ 129,105 129,105

資産評価差額 - -
無償所管換等 149,120 149,120
内部取引 - -
その他 △ 186,340 △ 186,340
本年度純資産変動額 424,239 200,322 223,917
一般財源等充当調整額 - -
本年度末純資産残高 8,996,297 12,657,574 △ 3,661,277

※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２９年　４月　１日
至　平成３０年　３月３１日

科　　　　　　　　　目

福島県玉川村



決算対象年度 ： 平成29年度
会計 ： 一般会計

（単位：千円）
金　　　額

【業務活動収支】
業務支出 2,761,690
業務費用支出 1,380,401
人件費支出 623,160
物件費等支出 726,874
支払利息支出 25,702
その他の支出 4,666

移転費用支出 1,381,289
補助金等支出 656,170
社会保障給付支出 480,325
他会計への繰出支出 240,581
その他の支出 4,213

業務収入 3,239,934
税収等収入 2,514,616
国県等補助金収入 605,852
使用料及び手数料収入 46,237
その他の収入 73,229

臨時支出 11,324
災害復旧事業費支出 11,324
その他の支出 -

臨時収入 5,982
業務活動収支 472,902
【投資活動収支】
投資活動支出 568,407
公共施設等整備費支出 275,233
基金積立金支出 287,174
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 242,646
国県等補助金収入 69,991
基金取崩収入 122,900
貸付金元金回収収入 6,205
資産売却収入 43,550
その他の収入 -

投資活動収支 △ 325,761
【財務活動収支】
財務活動支出 762,250
地方債償還支出 762,250
その他の支出 -

財務活動収入 601,354
地方債発行収入 601,354
その他の収入 -

財務活動収支 △ 160,896
本年度資金収支額 △ 13,755
一般財源等充当調整額 -
前年度末資金残高 171,480
本年度末資金残高 157,725

前年度末歳計外現金残高 17,260
本年度歳計外現金増減額 △ 3,222
本年度末歳計外現金残高 14,038
本年度末現金預金残高 171,763

※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２９年　４月　１日
至　平成３０年　３月３１日

科　　　　　　　　　目

福島県玉川村


