
決算対象年度 ： 平成30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 10,026,031 固定負債 3,393,664
有形固定資産 9,027,133 地方債 2,859,094
事業用資産 5,821,580 長期未払金 34,714
土地 2,549,789 退職手当引当金 499,856
立木竹 - 損失補償等引当金 -
建物 8,959,657 その他 -
建物減価償却累計額 △ 5,744,382 流動負債 389,561
工作物 233,717 １年内償還予定地方債 357,903
工作物減価償却累計額 △ 183,358 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 31,658
航空機 - 預り金 -
航空機減価償却累計額 - その他 -
その他 - 3,783,225
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 6,156 固定資産等形成分 10,519,507

インフラ資産 3,156,374 余剰分（不足分） △ 3,442,254
土地 525,005
建物 490,920
建物減価償却累計額 △ 203,880
工作物 7,324,809
工作物減価償却累計額 △ 4,993,424
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 12,944

物品 308,357
物品減価償却累計額 △ 259,178

無形固定資産 2,300
ソフトウェア 2,300
その他 -

投資その他の資産 996,597
投資及び出資金 51,400
有価証券 35,951
出資金 15,449
その他 -

投資損失引当金 -
長期延滞債権 -
長期貸付金 1,108
基金 944,089
減債基金 3,008
その他 941,080

その他 -
徴収不能引当金 -

流動資産 834,447
現金預金 194,200
未収金 150,575
短期貸付金 -
基金 493,477
財政調整基金 493,477
減債基金 -

棚卸資産 -
その他 -
徴収不能引当金 △ 3,805 7,077,253

10,860,478 10,860,478

※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。

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３１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30年度
会計 ： 一般会計

（単位：千円）
金　　　額

経常費用 3,249,370
業務費用 1,893,771
人件費 650,402
職員給与費 556,978
賞与等引当金繰入額 31,658
退職手当引当金繰入額 -
その他 61,766

物件費等 1,168,373
物件費 809,893
維持補修費 9,840
減価償却費 347,380
その他 1,260

その他の業務費用 74,996
支払利息 18,656
徴収不能引当金繰入額 3,805
その他 52,535

移転費用 1,355,599
補助金等 633,295
社会保障給付 478,746
他会計への繰出金 239,011
その他 4,547

経常収益 316,051
使用料及び手数料 48,398
その他 267,653

純経常行政コスト 2,933,319
臨時損失 8,990
災害復旧事業費 8,990
資産除売却損 -
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 2,328
資産売却益 2,328
その他 -

純行政コスト 2,939,981

※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３０年　４月　１日
至　平成３１年　３月３１日

科　　　　　　　　　目

福島県玉川村



決算対象年度 ： 平成30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 8,996,297 12,657,574 △ 3,661,277
純行政コスト（△） △ 2,939,981 △ 2,939,981
財源 2,931,814 2,931,814
税収等 2,263,202 2,263,202
国県等補助金 668,612 668,612

本年度差額 △ 8,167 △ 8,167
固定資産の変動（内部変動） △ 2,138,067 2,138,067
有形固定資産等の増加 1,140,018 △ 1,140,018
有形固定資産等の減少 △ 1,746,835 1,746,835
貸付金・基金等の増加 1 △ 1
貸付金・基金等の減少 △ 1,531,251 1,531,251

資産評価差額 - -
無償所管換等 - -
内部取引 - -
その他 △ 1,910,877 △ 1,910,877
本年度純資産変動額 △ 1,919,044 △ 2,138,067 219,023
一般財源等充当調整額 - -
本年度末純資産残高 7,077,253 10,519,507 △ 3,442,254

※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３０年　４月　１日
至　平成３１年　３月３１日

科　　　　　　　　　目

福島県玉川村



決算対象年度 ： 平成30年度
会計 ： 一般会計

（単位：千円）
金　　　額

【業務活動収支】
業務支出 2,862,750
業務費用支出 1,507,151
人件費支出 618,744
物件費等支出 821,308
支払利息支出 18,656
その他の支出 48,443

移転費用支出 1,355,599
補助金等支出 633,295
社会保障給付支出 478,746
他会計への繰出支出 239,011
その他の支出 4,547

業務収入 3,142,289
税収等収入 2,262,798
国県等補助金収入 592,289
使用料及び手数料収入 49,866
その他の収入 237,336

臨時支出 8,990
災害復旧事業費支出 8,990
その他の支出 -

臨時収入 5,528
業務活動収支 276,077
【投資活動収支】
投資活動支出 360,413
公共施設等整備費支出 257,467
基金積立金支出 96,946
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 304,042
国県等補助金収入 21,959
基金取崩収入 272,550
貸付金元金回収収入 6,211
資産売却収入 3,322
その他の収入 -

投資活動収支 △ 56,371
【財務活動収支】
財務活動支出 358,043
地方債償還支出 358,043
その他の支出 -

財務活動収入 160,556
地方債発行収入 160,556
その他の収入 -

財務活動収支 △ 197,487
本年度資金収支額 22,219
一般財源等充当調整額 -
前年度末資金残高 157,725
本年度末資金残高 179,944

前年度末歳計外現金残高 14,038
本年度歳計外現金増減額 218
本年度末歳計外現金残高 14,256
本年度末現金預金残高 194,200

※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３０年　４月　１日
至　平成３１年　３月３１日

科　　　　　　　　　目

福島県玉川村


