
【様式第1号】

自治体名：松川村

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 39,866,288   固定負債 5,273,550

    有形固定資産 35,650,432     地方債等 4,009,642

      事業用資産 14,324,942     長期未払金 -

        土地 7,735,310     退職手当引当金 797,768

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 -     その他 466,140

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 615,007

        建物 14,628,021     １年内償還予定地方債等 455,350

        建物減価償却累計額 -8,566,825     未払金 202

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 438,027     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -207,866     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 76,303

        船舶 -     預り金 71,026

        船舶減価償却累計額 -     その他 12,127

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 5,888,557

        浮標等 - 【純資産の部】

        浮標等減価償却累計額 -   固定資産等形成分 40,257,827

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -5,292,609

        航空機 -   他団体出資等分 -

        航空機減価償却累計額 -

        航空機減損損失累計額 -

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 298,276

      インフラ資産 21,107,451

        土地 18,344,836

        土地減損損失累計額 -

        建物 691

        建物減価償却累計額 -93

        建物減損損失累計額 -

        工作物 5,390,704

        工作物減価償却累計額 -2,628,688

        工作物減損損失累計額 -

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 -

      物品 840,096

      物品減価償却累計額 -622,057

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 28,155

      ソフトウェア 28,155

      その他 -

    投資その他の資産 4,187,702

      投資及び出資金 65,760

        有価証券 -

        出資金 65,760

        その他 -

      長期延滞債権 31,656

      長期貸付金 -

      基金 4,087,065

        減債基金 509,634

        その他 3,577,431

      その他 4,854

      徴収不能引当金 -1,633

  流動資産 987,486

    現金預金 438,257

    未収金 19,234

    短期貸付金 -

    基金 391,539

      財政調整基金 391,539

      減債基金 -

    棚卸資産 98,267

    その他 40,320

    徴収不能引当金 -129

  繰延資産 - 純資産合計 34,965,218

資産合計 40,853,775 負債及び純資産合計 40,853,775

連結貸借対照表
（令和2年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：松川村

会計：連結会計 （単位：千円）

    資産売却益 1,337

    その他 765

純行政コスト 7,227,142

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 2,102

  臨時損失 14,872

    災害復旧事業費 14,872

    資産除売却損 -

    使用料及び手数料 292,493

    その他 206,734

純経常行政コスト 7,214,372

      社会保障給付 1,564,512

      その他 17,568

  経常収益 499,227

        その他 62,024

    移転費用 4,952,044

      補助金等 3,369,964

      その他の業務費用 95,036

        支払利息 33,886

        徴収不能引当金繰入額 -874

        維持補修費 156,748

        減価償却費 472,808

        その他 2,688

        その他 99,051

      物件費等 1,636,728

        物件費 1,004,484

        職員給与費 779,790

        賞与等引当金繰入額 73,321

        退職手当引当金繰入額 77,629

  経常費用 7,713,598

    業務費用 2,761,555

      人件費 1,029,791

連結行政コスト計算書
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：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 34,245,152 39,276,184 -5,031,032 -

  純行政コスト（△） -7,227,142 -7,227,142 -

  財源 7,545,258 7,545,258 -

    税収等 5,087,336 5,087,336 -

    国県等補助金 2,457,921 2,457,921 -

  本年度差額 318,116 318,116 -

  固定資産等の変動（内部変動） 503,657 -503,657

    有形固定資産等の増加 807,204 -807,204

    有形固定資産等の減少 -473,767 473,767

    貸付金・基金等の増加 309,600 -309,600

    貸付金・基金等の減少 -139,380 139,380

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 14,582 14,582

  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 336,714 -11,207 347,921 -

  その他 50,654 474,611 -423,957

  本年度純資産変動額 720,066 981,643 -261,578 -

本年度末純資産残高 34,965,218 40,257,827 -5,292,609 -

連結純資産変動計算書
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：連結会計 （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 66,952

本年度歳計外現金増減額 4,074

本年度末歳計外現金残高 71,026

本年度末現金預金残高 438,257

財務活動収支 121,863

本年度資金収支額 -33,976

前年度末資金残高 394,614

比例連結割合変更に伴う差額 6,593

本年度末資金残高 367,231

    地方債等償還支出 420,641

    その他の支出 7,996

  財務活動収入 550,500

    地方債等発行収入 550,500

    その他の収入 -

    資産売却収入 2,297

    その他の収入 8,915

投資活動収支 -909,411

【財務活動収支】

  財務活動支出 428,637

    その他の支出 -

  投資活動収入 201,942

    国県等補助金収入 74,736

    基金取崩収入 115,994

    貸付金元金回収収入 -

  投資活動支出 1,111,352

    公共施設等整備費支出 804,049

    基金積立金支出 307,303

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 -

    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 753,571

【投資活動収支】

    税収等収入 5,078,237

    国県等補助金収入 2,371,098

    使用料及び手数料収入 305,598

    その他の収入 203,264

  臨時支出 14,872

    移転費用支出 5,004,823

      補助金等支出 3,364,710

      社会保障給付支出 1,564,512

      その他の支出 75,601

  業務収入 7,958,196

    業務費用支出 2,197,018

      人件費支出 945,397

      物件費等支出 1,153,940

      支払利息支出 33,886

      その他の支出 63,796

連結資金収支計算書
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 7,201,841


