
【様式第1号】

決算対象年度：　令和2年度
会　　　　　　計：　連結会計

（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 14,960,345   固定負債 6,289,554
    有形固定資産 13,793,195     地方債等 5,310,728
      事業用資産 7,697,209     長期未払金 18,950
        土地 2,644,888     退職手当引当金 567,564
        立木竹 -     損失補償等引当金 -
        建物 10,212,987     その他 392,311
        建物減価償却累計額 △ 6,055,949   流動負債 651,273
        工作物 1,825,462     １年内償還予定地方債等 536,656
        工作物減価償却累計額 △ 1,346,666     未払金 27,092
        船舶 -     未払費用 4,177
        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 55,978
        航空機 -     預り金 25,475
        航空機減価償却累計額 -     その他 1,895
        その他 2,647 負債合計 6,940,826
        その他減価償却累計額 △ 2,431 【純資産の部】
        建設仮勘定 416,270   固定資産等形成分 15,661,861
      インフラ資産 5,715,436   余剰分（不足分） △ 5,828,410
        土地 557,506   他団体出資等分 -
        建物 528,531
        建物減価償却累計額 △ 293,121
        工作物 11,793,421
        工作物減価償却累計額 △ 6,942,215
        その他 -
        その他減価償却累計額 -
        建設仮勘定 71,316
      物品 1,229,656
      物品減価償却累計額 △ 849,106
    無形固定資産 10,260
      ソフトウェア 4,819
      その他 5,441
    投資その他の資産 1,156,890
      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 93,874
      長期貸付金 515
      基金 1,020,682
        減債基金 3,010
        その他 1,017,672
      その他 -
      徴収不能引当金 △ 3,637
  流動資産 1,813,932
    現金預金 1,014,618
    未収金 73,397
    短期貸付金 201
    基金 701,315
      財政調整基金 701,315
      減債基金 -
    棚卸資産 25,564
    その他 1,008
    徴収不能引当金 △ 2,171
  繰延資産 - 純資産合計 9,833,451
資産合計 16,774,277 負債及び純資産合計 16,774,277

※　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。

連結貸借対照表
（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：　連結会計

（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　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日

科目名 金額

  経常費用 7,369,751

    業務費用 3,396,396

      人件費 908,057

        職員給与費 712,706

        賞与等引当金繰入額 44,383

        退職手当引当金繰入額 -3,226

        その他 154,194

      物件費等 2,384,256

        物件費 1,375,914

        維持補修費 496,960

        減価償却費 510,533

        その他 849

      その他の業務費用 104,082

        支払利息 50,171

        徴収不能引当金繰入額 2,268

        その他 51,643

    移転費用 3,973,355

      補助金等 3,485,486

      社会保障給付 467,716

      その他 20,154

  経常収益 557,864

    使用料及び手数料 316,473

    その他 241,390

純経常行政コスト 6,811,888

  臨時損失 319,999

    災害復旧事業費 290,033

    資産除売却損 9,772

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 20,195

  臨時利益 32,396

    資産売却益 1,431

    その他 30,965

純行政コスト 7,099,490

福島県玉川村



【様式第3号】

決算対象年度：　令和2年度
会　　　　　　計：　連結会計

（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 9,111,170 14,068,579 △ 4,957,410 -

  純行政コスト（△） △ 7,099,490 △ 7,099,490 -

  財源 7,768,490 7,768,490 -

    税収等 3,593,693 3,593,693 -

    国県等補助金 4,174,796 4,174,796 -

  本年度差額 668,999 668,999 -

  固定資産等の変動（内部変動） 1,565,977 △ 1,565,977

    有形固定資産等の増加 3,063,065 △ 3,063,065

    有形固定資産等の減少 △ 1,586,743 1,586,743

    貸付金・基金等の増加 313,444 △ 313,444

    貸付金・基金等の減少 △ 223,790 223,790

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 28,741 28,741

  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 685 654 31 -

  その他 23,855 △ 2,091 25,946

  本年度純資産変動額 722,281 1,593,281 △ 871,000 -

本年度末純資産残高 9,833,451 15,661,861 △ 5,828,410 -

※　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　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：　連結会計

（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　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 6,820,563
    業務費用支出 2,839,753
      人件費支出 906,644
      物件費等支出 1,836,556
      支払利息支出 50,171
      その他の支出 46,382
    移転費用支出 3,980,810
      補助金等支出 3,492,940
      社会保障給付支出 467,716
      その他の支出 20,154
  業務収入 7,514,762
    税収等収入 3,574,635
    国県等補助金収入 3,391,988
    使用料及び手数料収入 319,695
    その他の収入 228,444
  臨時支出 290,033
    災害復旧事業費支出 290,033
    その他の支出 -
  臨時収入 172,013
業務活動収支 576,179
【投資活動収支】

  投資活動支出 2,198,991
    公共施設等整備費支出 1,999,266
    基金積立金支出 193,724
    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 743,368
    国県等補助金収入 638,378
    基金取崩収入 97,308
    貸付金元金回収収入 6,198
    資産売却収入 1,485
    その他の収入 -
投資活動収支 △ 1,455,623
【財務活動収支】

  財務活動支出 527,067
    地方債等償還支出 525,726
    その他の支出 1,342
  財務活動収入 876,797
    地方債等発行収入 870,397
    その他の収入 6,400

前年度末歳計外現金残高 26,698
本年度歳計外現金増減額 △ 8,286
本年度末歳計外現金残高 18,412
本年度末現金預金残高 1,014,618

財務活動収支 349,730
本年度資金収支額 △ 529,714
前年度末資金残高 1,525,991
比例連結割合変更に伴う差額 △ 71
本年度末資金残高 996,207

福島県玉川村


