
【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 12,874,197   固定負債 5,593,821
    有形固定資産 11,678,395     地方債等 4,702,475
      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 344,130
        建物減価償却累計額 △ 5,926,381   流動負債 582,903
        工作物 244,871     １年内償還予定地方債等 501,711
        工作物減価償却累計額 △ 190,061     未払金 16,831
        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 36,226
        航空機 -     預り金 26,134
        航空機減価償却累計額 -     その他 2,000
        その他 - 負債合計 6,176,724
        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 13,447,872
      インフラ資産 5,709,433   余剰分（不足分） △ 4,681,607
        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 868,604
      物品減価償却累計額 △ 665,551
    無形固定資産 7,049
      ソフトウェア 1,534
      その他 5,515
    投資その他の資産 1,188,754
      投資及び出資金 51,400
        有価証券 35,951
        出資金 15,449
        その他 -
      長期延滞債権 101,386
      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 2,068,791
    現金預金 1,452,019
    未収金 44,431
    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 859
    その他 -
    徴収不能引当金 △ 2,192
  繰延資産 - 純資産合計 8,766,265
資産合計 14,942,989 負債及び純資産合計 14,942,989

※　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
（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。

    資産売却益 -

    その他 -

純行政コスト 4,709,345

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 -

  臨時損失 33,568

    災害復旧事業費 33,568

    資産除売却損 -

    使用料及び手数料 186,868

    その他 146,206

純経常行政コスト 4,675,777

      社会保障給付 496,769

      その他 15,843

  経常収益 333,074

        その他 19,850

    移転費用 2,367,166

      補助金等 1,854,553

      その他の業務費用 74,023

        支払利息 52,431

        徴収不能引当金繰入額 1,742

        維持補修費 339,470

        減価償却費 470,358

        その他 679

        その他 158,156

      物件費等 1,882,952

        物件費 1,072,445

        職員給与費 469,371

        賞与等引当金繰入額 36,226

        退職手当引当金繰入額 20,956

  経常費用 5,008,851

    業務費用 2,641,685

      人件費 684,710

全体行政コスト計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2年3月31日

科目名 金額

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 8,125,656 13,290,719 △ 5,165,062 -

  純行政コスト（△） △ 4,709,345 △ 4,709,345 -

  財源 5,407,432 5,407,432 -

    税収等 3,754,920 3,754,920 -

    国県等補助金 1,652,513 1,652,513 -

  本年度差額 698,088 698,088 -

  固定資産等の変動（内部変動） 157,153 △ 157,153

    有形固定資産等の増加 476,808 △ 476,808

    有形固定資産等の減少 △ 496,700 496,700

    貸付金・基金等の増加 637,279 △ 637,279

    貸付金・基金等の減少 △ 460,234 460,234

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 - -

  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 - - - -

  その他 △ 57,479 - △ 57,479

  本年度純資産変動額 640,609 157,153 483,456 -

本年度末純資産残高 8,766,265 13,447,872 △ 4,681,607 -

※　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。

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 1,452,019

財務活動収支 11,335
本年度資金収支額 705,905
前年度末資金残高 719,980
比例連結割合変更に伴う差額 -
本年度末資金残高 1,425,885

    地方債等償還支出 507,827
    その他の支出 -
  財務活動収入 519,162
    地方債等発行収入 519,162
    その他の収入 -

    資産売却収入 -
    その他の収入 -
投資活動収支 △ 371,963
【財務活動収支】

  財務活動支出 507,827

    その他の支出 -
  投資活動収入 428,656
    国県等補助金収入 159,477
    基金取崩収入 262,984
    貸付金元金回収収入 6,195

  投資活動支出 800,619
    公共施設等整備費支出 451,145
    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

    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 1,066,534
【投資活動収支】

    税収等収入 3,752,788
    国県等補助金収入 1,505,389
    使用料及び手数料収入 189,385
    その他の収入 146,621
  臨時支出 33,568

    移転費用支出 2,375,475
      補助金等支出 1,862,862
      社会保障給付支出 496,769
      その他の支出 15,843
  業務収入 5,594,182

    業務費用支出 2,128,809
      人件費支出 660,132
      物件費等支出 1,400,437
      支払利息支出 52,431
      その他の支出 15,810

全体資金収支計算書
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 4,504,284

福島県玉川村


