
【様式第1号】

決算対象年度：　令和元年度

（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 13,482,871   固定負債 5,983,390
    有形固定資産 12,291,952     地方債等 4,977,470
      事業用資産 6,340,805     長期未払金 26,405
        土地 2,632,679     退職手当引当金 583,126
        立木竹 -     損失補償等引当金 -
        建物 9,582,908     その他 396,389
        建物減価償却累計額 △ 6,117,806   流動負債 630,985
        工作物 1,406,865     １年内償還予定地方債等 525,052
        工作物減価償却累計額 △ 1,337,340     未払金 26,516
        船舶 -     未払費用 2,876
        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 42,501
        航空機 -     預り金 32,041
        航空機減価償却累計額 -     その他 2,000
        その他 2,690 負債合計 6,614,375
        その他減価償却累計額 △ 2,458 【純資産の部】
        建設仮勘定 173,268   固定資産等形成分 14,068,579
      インフラ資産 5,709,433   余剰分（不足分） △ 4,957,410
        土地 557,489   他団体出資等分 -
        建物 528,531
        建物減価償却累計額 △ 260,370
        工作物 11,559,624
        工作物減価償却累計額 △ 6,706,156
        その他 -
        その他減価償却累計額 -
        建設仮勘定 30,315
      物品 1,078,333
      物品減価償却累計額 △ 836,619
    無形固定資産 8,058
      ソフトウェア 2,283
      その他 5,775
    投資その他の資産 1,182,861
      投資及び出資金 45,455
        有価証券 29,951
        出資金 15,504
        その他 -
      長期延滞債権 101,439
      長期貸付金 716
      基金 1,039,888
        減債基金 3,009
        その他 1,036,879
      その他 -
      徴収不能引当金 △ 4,637
  流動資産 2,242,673
    現金預金 1,552,689
    未収金 70,989
    短期貸付金 198
    基金 585,510
      財政調整基金 585,510
      減債基金 -
    棚卸資産 34,281
    その他 1,250
    徴収不能引当金 △ 2,243
  繰延資産 - 純資産合計 9,111,170
資産合計 15,725,545 負債及び純資産合計 15,725,545

※　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。

連結貸借対照表
（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

（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。

連結行政コスト計算書
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 5,957,663

    業務費用 3,183,347

      人件費 917,511

        職員給与費 668,338

        賞与等引当金繰入額 41,932

        退職手当引当金繰入額 18,787

        その他 188,455

      物件費等 2,157,216

        物件費 1,280,925

        維持補修費 348,789

        減価償却費 526,751

        その他 751

      その他の業務費用 108,619

        支払利息 54,860

        徴収不能引当金繰入額 1,793

        その他 51,966

    移転費用 2,774,316

      補助金等 2,259,751

      社会保障給付 498,546

      その他 16,020

  経常収益 609,387

    使用料及び手数料 330,284

    その他 279,103

純経常行政コスト 5,348,276

  臨時損失 47,274

    災害復旧事業費 34,541

    資産除売却損 0

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 12,733

  臨時利益 1,057

    資産売却益 -

    その他 1,057

純行政コスト 5,394,493

福島県玉川村



【様式第3号】

決算対象年度：　令和元年度

（単位：千円）

科目名 合計 固定資産等形成分 余剰分(不足分) 他団体出資等分

前年度末純資産残高 8,396,064 13,838,637 △ 5,442,574 -

  純行政コスト（△） △ 5,394,493 △ 5,394,493 -

  財源 6,183,835 6,183,835 -

    税収等 3,880,388 3,880,388 -

    国県等補助金 2,303,447 2,303,447 -

  本年度差額 789,343 789,343 -

  固定資産等の変動（内部変動） 250,436 △ 250,436

    有形固定資産等の増加 654,011 △ 654,011

    有形固定資産等の減少 △ 580,489 580,489

    貸付金・基金等の増加 637,287 △ 637,287

    貸付金・基金等の減少 △ 460,372 460,372

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 △ 20,494 △ 20,494

  他団体出資等分の増加 - -

  他団体出資等分の減少 - -

  比例連結割合変更に伴う差額 △ 0 0 △ 0 -

  その他 △ 53,743 - △ 53,743

  本年度純資産変動額 715,106 229,942 485,164 -

本年度末純資産残高 9,111,170 14,068,579 △ 4,957,410 -

※　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。

連結純資産変動計算書
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

（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。

連結資金収支計算書
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 5,411,471
    業務費用支出 2,628,847
      人件費支出 894,114
      物件費等支出 1,639,527
      支払利息支出 54,860
      その他の支出 40,345
    移転費用支出 2,782,625
      補助金等支出 2,268,060
      社会保障給付支出 498,546
      その他の支出 16,020
  業務収入 6,609,024
    税収等収入 3,869,775
    国県等補助金収入 2,123,199
    使用料及び手数料収入 334,138
    その他の収入 281,912
  臨時支出 34,541
    災害復旧事業費支出 34,541
    その他の支出 -
  臨時収入 10,622
業務活動収支 1,173,634
【投資活動収支】

  投資活動支出 943,187
    公共施設等整備費支出 593,710
    基金積立金支出 343,477
    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 461,654
    国県等補助金収入 192,318
    基金取崩収入 263,130
    貸付金元金回収収入 6,195
    資産売却収入 12
    その他の収入 -
投資活動収支 △ 481,533
【財務活動収支】

  財務活動支出 531,610
    地方債等償還支出 530,258
    その他の支出 1,352
  財務活動収入 571,116
    地方債等発行収入 564,904
    その他の収入 6,212

前年度末歳計外現金残高 14,259
本年度歳計外現金増減額 12,439
本年度末歳計外現金残高 26,698
本年度末現金預金残高 1,552,689

財務活動収支 39,506
本年度資金収支額 731,607
前年度末資金残高 794,384
比例連結割合変更に伴う差額 -
本年度末資金残高 1,525,991

福島県玉川村


