
【様式第1号】

自治体名：松川村

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 34,611,632   固定負債 3,323,134

    有形固定資産 31,352,729     地方債 2,853,795

      事業用資産 12,201,802     長期未払金 -

        土地 7,696,332     退職手当引当金 469,339

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 11,925,040     その他 -

        建物減価償却累計額 -7,442,404   流動負債 418,164

        工作物 29,654     １年内償還予定地方債 302,582

        工作物減価償却累計額 -6,820     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 49,720

        航空機 -     預り金 65,862

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 3,741,298

        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 34,953,135

      インフラ資産 19,096,221   余剰分（不足分） -3,617,923

        土地 18,319,736

        建物 691

        建物減価償却累計額 -46

        工作物 1,873,614

        工作物減価償却累計額 -1,097,775

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 -

      物品 360,193

      物品減価償却累計額 -305,486

    無形固定資産 25,839

      ソフトウェア 25,839

      その他 -

    投資その他の資産 3,233,063

      投資及び出資金 64,725

        有価証券 -

        出資金 64,725

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 16,269

      長期貸付金 -

      基金 3,153,232

        減債基金 507,424

        その他 2,645,809

      その他 -

      徴収不能引当金 -1,163

  流動資産 464,878

    現金預金 117,390

    未収金 6,059

    短期貸付金 -

    基金 341,503

      財政調整基金 341,503

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -73 純資産合計 31,335,212

資産合計 35,076,510 負債及び純資産合計 35,076,510

貸借対照表
（平成31年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：松川村

会計：一般会計等 （単位：千円）

行政コスト計算書
自　平成30年4月1日
至　平成31年3月31日

科目名 金額

  経常費用 3,501,166

    業務費用 1,775,367

      人件費 926,149

        職員給与費 587,960

        賞与等引当金繰入額 49,720

        退職手当引当金繰入額 -25,478

        その他 313,947

      物件費等 826,541

        物件費 460,506

        維持補修費 86,496

        減価償却費 273,142

        その他 6,398

      その他の業務費用 22,678

        支払利息 19,086

        徴収不能引当金繰入額 -1,529

        その他 5,120

    移転費用 1,725,799

      補助金等 1,058,330

      社会保障給付 421,287

      他会計への繰出金 243,782

      その他 2,400

  経常収益 215,072

    使用料及び手数料 49,597

    その他 165,475

純経常行政コスト 3,286,094

  臨時損失 2,213

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 2,213

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 53,253

純行政コスト 3,233,136

    その他 -

  臨時利益 55,171

    資産売却益 1,918



【様式第3号】

自治体名：松川村

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 31,082,580 34,803,680 -3,721,100

  純行政コスト（△） -3,233,136 -3,233,136

  財源 3,485,232 3,485,232

    税収等 2,891,954 2,891,954

    国県等補助金 593,278 593,278

  本年度差額 252,097 252,097

  固定資産等の変動（内部変動） 148,919 -148,919

    有形固定資産等の増加 212,815 -212,815

    有形固定資産等の減少 -275,355 275,355

    貸付金・基金等の増加 264,553 -264,553

    貸付金・基金等の減少 -53,094 53,094

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 536 536

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 252,632 149,455 103,178

本年度末純資産残高 31,335,212 34,953,135 -3,617,923

純資産変動計算書
自　平成30年4月1日
至　平成31年3月31日



【様式第4号】

自治体名：松川村

会計：一般会計等 （単位：千円）

資金収支計算書
自　平成30年4月1日
至　平成31年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 3,255,193

    業務費用支出 1,529,394

      人件費支出 949,639

      物件費等支出 553,399

      支払利息支出 19,086

      その他の支出 7,270

    移転費用支出 1,725,799

      補助金等支出 1,058,330

      社会保障給付支出 421,287

      他会計への繰出支出 243,782

      その他の支出 2,400

  業務収入 3,645,128

    税収等収入 2,903,693

    国県等補助金収入 526,349

    使用料及び手数料収入 49,552

    その他の収入 165,535

  臨時支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 389,935

【投資活動収支】

  投資活動支出 424,115

    公共施設等整備費支出 212,815

    基金積立金支出 211,239

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 61

    その他の支出 -

  投資活動収入 112,940

    国県等補助金収入 66,929

    基金取崩収入 44,032

    貸付金元金回収収入 61

    資産売却収入 1,918

    その他の収入 -

投資活動収支 -311,175

【財務活動収支】

  財務活動支出 305,224

    地方債償還支出 305,224

    その他の支出 -

  財務活動収入 219,800

    地方債発行収入 219,800

前年度末歳計外現金残高 55,887

本年度歳計外現金増減額 9,975

本年度末歳計外現金残高 65,862

本年度末現金預金残高 117,390

    その他の収入 -

財務活動収支 -85,424

本年度資金収支額 -6,664

前年度末資金残高 58,191

本年度末資金残高 51,528


