
決算対象年度 ： 平成30年度

（単位：千円）

金　　額 金　　額
【資産の部】 【負債の部】
固定資産 12,797,242 固定負債 5,563,061
有形固定資産 11,697,187 地方債 4,685,024
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 343,467
建物減価償却累計額 △ 5,744,382 流動負債 547,103
工作物 233,717 １年内償還予定地方債 507,827
工作物減価償却累計額 △ 183,358 未払金 4,672
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 32,604
航空機 - 預り金 -
航空機減価償却累計額 - その他 2,000
その他 - 6,110,164
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 13,290,719

インフラ資産 5,825,895 余剰分（不足分） △ 5,165,062
土地 557,489
建物 528,530
建物減価償却累計額 △ 227,618
工作物 11,285,215
工作物減価償却累計額 △ 6,483,403
その他 503,933
その他減価償却累計額 △ 384,662
建設仮勘定 46,411

物品 311,664
物品減価償却累計額 △ 261,952

無形固定資産 8,148
ソフトウェア 2,300
その他 5,848

投資その他の資産 1,091,906
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 1,039,398
減債基金 3,008
その他 1,036,389

その他 -
徴収不能引当金 -

流動資産 1,438,579
現金預金 734,235
未収金 215,096
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 859
その他 -
徴収不能引当金 △ 5,089 8,125,656

14,235,820 14,235,820

※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３１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30年度

（単位：千円）
金　　　額

経常費用 4,633,717
業務費用 2,227,427
人件費 665,655
職員給与費 567,569
賞与等引当金繰入額 32,604
退職手当引当金繰入額 -
その他 65,482

物件費等 1,425,716
物件費 963,491
維持補修費 18,169
減価償却費 442,056
その他 2,000

その他の業務費用 136,056
支払利息 57,898
徴収不能引当金繰入額 3,805
その他 74,353

移転費用 2,406,290
補助金等 1,921,471
社会保障給付 479,584
他会計への繰出金 -
その他 5,235

経常収益 1,033,831
使用料及び手数料 192,031
その他 841,800

純経常行政コスト 3,599,886
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 3,606,548

※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

（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 10,057,703 15,413,402 △ 5,355,699
純行政コスト（△） △ 3,606,548 △ 3,606,548
財源 3,682,816 3,682,816
税収等 2,699,010 2,699,010
国県等補助金 983,806 983,806

本年度差額 76,268 76,268
固定資産の変動（内部変動） △ 2,122,685 2,122,685
有形固定資産等の増加 1,236,298 △ 1,236,298
有形固定資産等の減少 △ 1,857,733 1,857,733
貸付金・基金等の増加 30,001 △ 30,001
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 △ 2,008,315 △ 2,008,315
本年度純資産変動額 △ 1,932,047 △ 2,122,685 190,638
一般財源等充当調整額 - -
本年度末純資産残高 8,125,656 13,290,717 △ 5,165,061

※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

（単位：千円）
金　　　額

【業務活動収支】
業務支出 4,167,889
業務費用支出 1,761,598
人件費支出 633,942
物件費等支出 1,002,289
支払利息支出 57,898
その他の支出 67,469

移転費用支出 2,406,291
補助金等支出 1,921,471
社会保障給付支出 479,584
他会計への繰出支出 -
その他の支出 5,236

業務収入 4,598,142
税収等収入 2,691,618
国県等補助金収入 907,483
使用料及び手数料収入 202,647
その他の収入 796,394

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 426,791
【投資活動収支】
投資活動支出 608,069
公共施設等整備費支出 475,123
基金積立金支出 126,946
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 367,888
国県等補助金収入 85,805
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 △ 240,181
【財務活動収支】
財務活動支出 505,790
地方債償還支出 505,790
その他の支出 -

財務活動収入 295,556
地方債発行収入 295,556
その他の収入 -

財務活動収支 △ 210,234
本年度資金収支額 △ 23,624
一般財源等充当調整額 -
前年度末資金残高 743,603
本年度末資金残高 719,979

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 734,235

※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３０年　４月　１日
至　平成３１年　３月３１日

科　　　　　　　　　目

福島県玉川村


