
決算対象年度 ： 平成29年度

（単位：千円）

金　　額 金　　額
【資産の部】 【負債の部】
固定資産 14,756,925 固定負債 5,898,348
有形固定資産 12,316,752 地方債 4,999,295
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 344,496
建物減価償却累計額 △ 5,407,186 流動負債 461,026
工作物 472,064 １年内償還予定地方債 403,790
工作物減価償却累計額 △ 354,979 未払金 25,497
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 31,739
航空機 - 預り金 -
航空機減価償却累計額 - その他 -
その他 - 6,359,374
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 15,413,402

インフラ資産 6,073,310 余剰分（不足分） △ 5,355,699
土地 545,163
建物 48,530
建物減価償却累計額 △ 33,690
工作物 10,937,322
工作物減価償却累計額 △ 5,928,067
その他 983,978
その他減価償却累計額 △ 506,256
建設仮勘定 26,330

物品 276,920
物品減価償却累計額 △ 241,136

無形固定資産 10,016
ソフトウェア 3,834
その他 6,182

投資その他の資産 2,430,157
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 1,022,002
減債基金 3,007
その他 1,018,995

その他 -
徴収不能引当金 -

流動資産 1,660,152
現金預金 757,641
未収金 250,938
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 859
その他 -
徴収不能引当金 △ 5,763 10,057,703

16,417,077 16,417,077

※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３０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29年度

（単位：千円）
金　　　額

経常費用 4,665,114
業務費用 2,134,603
人件費 669,258
職員給与費 572,710
賞与等引当金繰入額 31,739
退職手当引当金繰入額 -
その他 64,809

物件費等 1,346,127
物件費 867,722
維持補修費 22,667
減価償却費 446,392
その他 9,346

その他の業務費用 119,218
支払利息 67,904
徴収不能引当金繰入額 4,479
その他 46,835

移転費用 2,520,511
補助金等 2,032,723
社会保障給付 481,544
他会計への繰出金 0
その他 6,244

経常収益 470,151
使用料及び手数料 189,916
その他 280,235

純経常行政コスト 4,184,963
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 4,154,017

※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

（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 9,590,230 15,175,822 △ 5,585,592
純行政コスト（△） △ 4,154,017 △ 4,154,017
財源 4,654,040 4,654,040
税収等 3,324,299 3,324,299
国県等補助金 1,329,741 1,329,741

本年度差額 500,023 500,023
固定資産の変動（内部変動） 88,460 △ 88,460
有形固定資産等の増加 409,207 △ 409,207
有形固定資産等の減少 △ 484,816 484,816
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 △ 181,670 △ 181,670
本年度純資産変動額 467,473 237,580 229,893
一般財源等充当調整額 - -
本年度末純資産残高 10,057,703 15,413,402 △ 5,355,699

※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

（単位：千円）
金　　　額

【業務活動収支】
業務支出 4,134,400
業務費用支出 1,613,642
人件費支出 638,465
物件費等支出 869,718
支払利息支出 67,904
その他の支出 37,555

移転費用支出 2,520,758
補助金等支出 2,032,723
社会保障給付支出 481,544
他会計への繰出支出 0
その他の支出 6,491

業務収入 4,766,673
税収等収入 3,318,828
国県等補助金収入 1,189,961
使用料及び手数料収入 179,308
その他の収入 78,576

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 626,931
【投資活動収支】
投資活動支出 706,325
公共施設等整備費支出 413,151
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 257,412
国県等補助金収入 84,757
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 △ 448,913
【財務活動収支】
財務活動支出 906,524
地方債償還支出 906,524
その他の支出 -

財務活動収入 687,954
地方債発行収入 687,954
その他の収入 -

財務活動収支 △ 218,570
本年度資金収支額 △ 40,552
一般財源等充当調整額 -
前年度末資金残高 784,155
本年度末資金残高 743,603

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 757,641

※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


