
【様式第1号】

決算対象年度：　令和2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 10,864,691   固定負債 3,448,882
    有形固定資産 9,807,670     地方債 2,922,533
      事業用資産 6,575,881     長期未払金 18,950
        土地 2,579,035     退職手当引当金 507,399
        立木竹 -     損失補償等引当金 -
        建物 9,656,749     その他 -
        建物減価償却累計額 △ 5,868,914   流動負債 417,241
        工作物 406,891     １年内償還予定地方債 362,294
        工作物減価償却累計額 △ 197,880     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 37,135
        航空機 -     預り金 17,812
        航空機減価償却累計額 -     その他 -
        その他 - 負債合計 3,866,123
        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 -   固定資産等形成分 11,547,784
      インフラ資産 3,021,418   余剰分（不足分） △ 3,464,277
        土地 525,022
        建物 490,920
        建物減価償却累計額 △ 268,200
        工作物 7,512,271
        工作物減価償却累計額 △ 5,277,511
        その他 -
        その他減価償却累計額 -
        建設仮勘定 38,916
      物品 500,777
      物品減価償却累計額 △ 290,406
    無形固定資産 4,280
      ソフトウェア 4,280
      その他 -
    投資その他の資産 1,052,741
      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 73,892
      長期貸付金 515
      基金 929,549
        減債基金 3,010
        その他 926,539
      その他 -
      徴収不能引当金 △ 2,616
  流動資産 1,084,940
    現金預金 388,749
    未収金 13,579
    短期貸付金 201
    基金 682,893
      財政調整基金 682,893
      減債基金 -
    棚卸資産 -
    その他 -
    徴収不能引当金 △ 481 純資産合計 8,083,508
資産合計 11,949,631 負債及び純資産合計 11,949,631

※　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3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2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。

    その他 -

純行政コスト 5,173,803

    その他 -

  臨時利益 1,431

    資産売却益 1,431

    資産除売却損 2,346

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

純経常行政コスト 4,883,052

  臨時損失 292,182

    災害復旧事業費 289,836

  経常収益 127,394

    使用料及び手数料 46,478

    その他 80,916

      社会保障給付 465,258

      他会計への繰出金 195,281

      その他 1,643

        その他 12,179

    移転費用 2,890,957

      補助金等 2,228,774

      その他の業務費用 28,182

        支払利息 13,928

        徴収不能引当金繰入額 2,075

        維持補修費 103,888

        減価償却費 377,991

        その他 -

        その他 117,740

      物件費等 1,452,203

        物件費 970,324

        職員給与費 484,231

        賞与等引当金繰入額 37,135

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 5,010,447

    業務費用 2,119,490

      人件費 639,105

行政コスト計算書
自　令和2年4月1日
至　令和3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2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 7,727,498 10,567,355 △ 2,839,857

  純行政コスト（△） △ 5,173,803 △ 5,173,803

  財源 5,529,812 5,529,812

    税収等 2,992,278 2,992,278

    国県等補助金 2,537,535 2,537,535

  本年度差額 356,010 356,010

  固定資産等の変動（内部変動） 980,429 △ 980,429

    有形固定資産等の増加 2,339,947 △ 2,339,947

    有形固定資産等の減少 △ 1,445,934 1,445,934

    貸付金・基金等の増加 279,945 △ 279,945

    貸付金・基金等の減少 △ 193,529 193,529

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 0 0

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 356,010 980,429 △ 624,420

本年度末純資産残高 8,083,508 11,547,784 △ 3,464,277

※　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　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日

福島県玉川村



【様式第4号】

決算対象年度：　令和2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。

前年度末歳計外現金残高 26,134
本年度歳計外現金増減額 △ 8,322
本年度末歳計外現金残高 17,812
本年度末現金預金残高 388,749

    その他の収入 -
財務活動収支 174,570
本年度資金収支額 △ 472,445
前年度末資金残高 843,382
本年度末資金残高 370,936

  財務活動支出 352,038
    地方債償還支出 352,038
    その他の支出 -
  財務活動収入 526,608
    地方債発行収入 526,608

    貸付金元金回収収入 6,198
    資産売却収入 1,431
    その他の収入 -
投資活動収支 △ 909,391
【財務活動収支】

    貸付金支出 6,000
    その他の支出 -
  投資活動収入 558,269
    国県等補助金収入 453,540
    基金取崩収入 97,100

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,467,660
    公共施設等整備費支出 1,274,350
    基金積立金支出 187,310
    投資及び出資金支出 -

  臨時支出 289,836
    災害復旧事業費支出 289,836
    その他の支出 -
  臨時収入 172,013
業務活動収支 262,376

  業務収入 5,016,163
    税収等収入 2,989,117
    国県等補助金収入 1,911,982
    使用料及び手数料収入 47,163
    その他の収入 67,902

    移転費用支出 2,898,411
      補助金等支出 2,236,229
      社会保障給付支出 465,258
      他会計への繰出支出 195,281
      その他の支出 1,643

    業務費用支出 1,737,554
      人件費支出 637,235
      物件費等支出 1,074,212
      支払利息支出 13,928
      その他の支出 12,179

資金収支計算書
自　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 4,635,965

福島県玉川村


