
【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 34,877,073   固定負債 3,521,194

    有形固定資産 31,548,334     地方債 3,062,569

      事業用資産 12,390,965     長期未払金 -

        土地 7,696,332     退職手当引当金 458,625

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 12,328,835     その他 -

        建物減価償却累計額 -7,658,872   流動負債 473,594

        工作物 32,305     １年内償還予定地方債 341,726

        工作物減価償却累計額 -7,634     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 62,255

        航空機 -     預り金 69,613

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 3,994,788

        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 35,227,774

      インフラ資産 19,066,584   余剰分（不足分） -3,867,635

        土地 18,321,553

        建物 691

        建物減価償却累計額 -93

        工作物 1,883,006

        工作物減価償却累計額 -1,138,573

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 -

      物品 410,278

      物品減価償却累計額 -319,493

    無形固定資産 21,098

      ソフトウェア 21,098

      その他 -

    投資その他の資産 3,307,641

      投資及び出資金 65,760

        有価証券 -

        出資金 65,760

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 10,065

      長期貸付金 -

      基金 3,232,578

        減債基金 507,841

        その他 2,724,737

      その他 -

      徴収不能引当金 -762

  流動資産 477,854

    現金預金 118,540

    未収金 8,706

    短期貸付金 -

    基金 350,701

      財政調整基金 350,701

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -93 純資産合計 31,360,139

資産合計 35,354,927 負債及び純資産合計 35,354,927

貸借対照表
（令和2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）

    その他 -

純行政コスト 3,556,867

    その他 -

  臨時利益 1,337

    資産売却益 1,337

    資産除売却損 -

    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 3,543,333

  臨時損失 14,872

    災害復旧事業費 14,872

  経常収益 222,810

    使用料及び手数料 53,609

    その他 169,201

      社会保障給付 436,204

      他会計への繰出金 241,498

      その他 2,299

        その他 7,086

    移転費用 1,884,885

      補助金等 1,204,884

      その他の業務費用 22,380

        支払利息 15,675

        徴収不能引当金繰入額 -381

        維持補修費 125,805

        減価償却費 280,377

        その他 -

        その他 69,078

      物件費等 1,142,506

        物件費 736,324

        職員給与費 595,752

        賞与等引当金繰入額 62,255

        退職手当引当金繰入額 -10,714

  経常費用 3,766,142

    業務費用 1,881,257

      人件費 716,371

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



【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 31,335,212 34,953,135 -3,617,923

  純行政コスト（△） -3,556,867 -3,556,867

  財源 3,576,741 3,576,741

    税収等 2,948,931 2,948,931

    国県等補助金 627,810 627,810

  本年度差額 19,873 19,873

  固定資産等の変動（内部変動） 269,586 -269,586

    有形固定資産等の増加 473,891 -473,891

    有形固定資産等の減少 -280,377 280,377

    貸付金・基金等の増加 134,508 -134,508

    貸付金・基金等の減少 -58,436 58,436

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 5,053 5,053

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 24,927 274,639 -249,712

本年度末純資産残高 31,360,139 35,227,774 -3,867,635

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



【様式第4号】

自治体名：松川村

会計：一般会計等 （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 65,862

本年度歳計外現金増減額 3,751

本年度末歳計外現金残高 69,613

本年度末現金預金残高 118,540

    その他の収入 -

財務活動収支 247,918

本年度資金収支額 -2,601

前年度末資金残高 51,528

本年度末資金残高 48,927

  財務活動支出 302,582

    地方債償還支出 302,582

    その他の支出 -

  財務活動収入 550,500

    地方債発行収入 550,500

    貸付金元金回収収入 -

    資産売却収入 1,337

    その他の収入 -

投資活動収支 -479,902

【財務活動収支】

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 125,048

    国県等補助金収入 74,527

    基金取崩収入 49,184

【投資活動収支】

  投資活動支出 604,950

    公共施設等整備費支出 471,240

    基金積立金支出 133,710

    投資及び出資金支出 -

  臨時支出 14,872

    災害復旧事業費支出 14,872

    その他の支出 -

  臨時収入 12,088

業務活動収支 229,383

  業務収入 3,716,492

    税収等収入 2,953,518

    国県等補助金収入 541,195

    使用料及び手数料収入 52,498

    その他の収入 169,281

    移転費用支出 1,884,885

      補助金等支出 1,204,884

      社会保障給付支出 436,204

      他会計への繰出支出 241,498

      その他の支出 2,299

    業務費用支出 1,599,440

      人件費支出 714,550

      物件費等支出 862,130

      支払利息支出 15,675

      その他の支出 7,086

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 3,484,325


