
【様式第1号】

決算対象年度：　令和元年度
会　　　　　　計：　一般会計等

（単位：千円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 9,993,681   固定負債 3,305,435
    有形固定資産 8,916,403     地方債 2,758,219
      事業用資産 5,765,908     長期未払金 26,405
        土地 2,566,820     退職手当引当金 520,812
        立木竹 -     損失補償等引当金 -
        建物 9,019,393     その他 -
        建物減価償却累計額 △ 5,926,381   流動負債 413,436
        工作物 244,871     １年内償還予定地方債 352,038
        工作物減価償却累計額 △ 190,061     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 35,265
        航空機 -     預り金 26,134
        航空機減価償却累計額 -     その他 -
        その他 - 負債合計 3,718,872
        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 51,266   固定資産等形成分 10,567,355
      インフラ資産 3,062,247   余剰分（不足分） △ 2,839,857
        土地 525,005
        建物 490,920
        建物減価償却累計額 △ 236,040
        工作物 7,402,064
        工作物減価償却累計額 △ 5,134,718
        その他 -
        その他減価償却累計額 -
        建設仮勘定 15,015
      物品 360,185
      物品減価償却累計額 △ 271,937
    無形固定資産 1,534
      ソフトウェア 1,534
      その他 -
    投資その他の資産 1,075,744
      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 78,114
      長期貸付金 716
      基金 948,755
        減債基金 3,009
        その他 945,746
      その他 -
      徴収不能引当金 △ 3,242
  流動資産 1,452,689
    現金預金 869,515
    未収金 9,911
    短期貸付金 198
    基金 573,477
      財政調整基金 573,477
      減債基金 -
    棚卸資産 -
    その他 -
    徴収不能引当金 △ 411 純資産合計 7,727,498
資産合計 11,446,370 負債及び純資産合計 11,446,370

※　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。

貸借対照表
（令和2年3月31日現在）

福島県玉川村



【様式第2号】

決算対象年度：　令和元年度
会　　　　　　計：　一般会計等

（単位：千円）

※　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31年4月1日
至　令和2年3月31日

科目名 金額

  経常費用 3,609,513

    業務費用 2,013,749

      人件費 668,072

        職員給与費 458,189

        賞与等引当金繰入額 35,265

        退職手当引当金繰入額 20,956

        その他 153,662

      物件費等 1,318,068

        物件費 871,067

        維持補修費 71,320

        減価償却費 375,682

        その他 -

      その他の業務費用 27,609

        支払利息 15,902

        徴収不能引当金繰入額 -150

        その他 11,857

    移転費用 1,595,764

      補助金等 784,988

      社会保障給付 495,975

      他会計への繰出金 314,133

      その他 668

  経常収益 185,126

    使用料及び手数料 47,393

    その他 137,733

純経常行政コスト 3,424,387

  臨時損失 33,568

    災害復旧事業費 33,568

    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 -

純行政コスト 3,457,955

    その他 -

  臨時利益 -

    資産売却益 -

福島県玉川村



【様式第3号】

決算対象年度：　令和元年度
会　　　　　　計：　一般会計等

（単位：千円）

科目名 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 7,077,253 10,519,507 △ 3,442,254

  純行政コスト（△） △ 3,457,955 △ 3,457,955

  財源 4,177,692 4,177,692

    税収等 3,394,921 3,394,921

    国県等補助金 782,771 782,771

  本年度差額 719,737 719,737

  固定資産等の変動（内部変動） 47,848 △ 47,848

    有形固定資産等の増加 289,848 △ 289,848

    有形固定資産等の減少 △ 401,345 401,345

    貸付金・基金等の増加 578,362 △ 578,362

    貸付金・基金等の減少 △ 419,017 419,017

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 - -

  その他 △ 69,492 - △ 69,492

  本年度純資産変動額 650,245 47,848 602,397

本年度末純資産残高 7,727,498 10,567,355 △ 2,839,857

※　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31年4月1日
至　令和2年3月31日

福島県玉川村



【様式第4号】

決算対象年度：　令和元年度
会　　　　　　計：　一般会計等

（単位：千円）

※　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31年4月1日
至　令和2年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 3,215,873
    業務費用支出 1,611,800
      人件費支出 643,509
      物件費等支出 942,387
      支払利息支出 15,902
      その他の支出 10,003
    移転費用支出 1,604,073
      補助金等支出 793,297
      社会保障給付支出 495,975
      他会計への繰出支出 314,133
      その他の支出 668
  業務収入 4,221,152
    税収等収入 3,398,441
    国県等補助金収入 635,647
    使用料及び手数料収入 48,915
    その他の収入 138,148
  臨時支出 33,568
    災害復旧事業費支出 33,568
    その他の支出 -
  臨時収入 10,204
業務活動収支 981,915
【投資活動収支】

  投資活動支出 613,659
    公共施設等整備費支出 264,185
    基金積立金支出 343,474
    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 401,922
    国県等補助金収入 136,920
    基金取崩収入 258,808
    貸付金元金回収収入 6,195
    資産売却収入 -
    その他の収入 -
投資活動収支 △ 211,737
【財務活動収支】

  財務活動支出 357,903
    地方債償還支出 357,903
    その他の支出 -
  財務活動収入 251,162
    地方債発行収入 251,162

前年度末歳計外現金残高 14,256
本年度歳計外現金増減額 11,878
本年度末歳計外現金残高 26,134
本年度末現金預金残高 869,515

    その他の収入 -
財務活動収支 △ 106,741
本年度資金収支額 663,437
前年度末資金残高 179,944
本年度末資金残高 843,382

福島県玉川村


