
【様式第1号】

自治体名：松川村

会計：全体会計 （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 37,160,366   固定負債 4,785,451

    有形固定資産 33,669,553     地方債等 3,889,997

      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

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 -     その他 436,829

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 574,663

        建物 12,328,835     １年内償還予定地方債等 430,640

        建物減価償却累計額 -7,658,872     未払金 -

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 32,305     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -7,634     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 62,737

        船舶 -     預り金 69,613

        船舶減価償却累計額 -     その他 11,673

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 5,360,114

        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 37,511,067

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -5,051,360

        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 -

      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 605,567

      物品減価償却累計額 -434,430

      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 3,462,658

      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 20,302

      長期貸付金 -

      基金 3,378,003

        減債基金 507,841

        その他 2,870,162

      その他 -

      徴収不能引当金 -1,407

  流動資産 659,455

    現金預金 291,163

    未収金 17,619

    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 72

    その他 -

    徴収不能引当金 -100

  繰延資産 - 純資産合計 32,459,707

資産合計 37,819,821 負債及び純資産合計 37,819,821

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：全体会計 （単位：千円）

    資産売却益 1,337

    その他 -

純行政コスト 4,374,372

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 1,337

  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 206,588

    その他 187,700

純経常行政コスト 4,360,837

      社会保障給付 436,204

      その他 2,299

  経常収益 394,288

        その他 17,376

    移転費用 2,689,867

      補助金等 2,251,364

      その他の業務費用 49,873

        支払利息 33,406

        徴収不能引当金繰入額 -909

        維持補修費 132,322

        減価償却費 366,311

        その他 -

        その他 71,523

      物件費等 1,283,220

        物件費 784,587

        職員給与費 607,204

        賞与等引当金繰入額 62,737

        退職手当引当金繰入額 -9,298

  経常費用 4,755,125

    業務費用 2,065,258

      人件費 732,166

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：全体会計 （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 32,448,112 37,343,244 -4,895,132 -

  純行政コスト（△） -4,374,372 -4,374,372 -

  財源 4,380,914 4,380,914 -

    税収等 3,092,113 3,092,113 -

    国県等補助金 1,288,802 1,288,802 -

  本年度差額 6,542 6,542 -

  固定資産等の変動（内部変動） 162,770 -162,770

    有形固定資産等の増加 487,361 -487,361

    有形固定資産等の減少 -367,271 367,271

    貸付金・基金等の増加 134,680 -134,680

    貸付金・基金等の減少 -92,001 92,001

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 5,053 5,053

  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 - - - -

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 11,595 167,823 -156,227 -

本年度末純資産残高 32,459,707 37,511,067 -5,051,360 -

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：全体会計 （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 291,163

財務活動収支 160,684

本年度資金収支額 15,745

前年度末資金残高 205,805

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 221,550

    地方債等償還支出 389,816

    その他の支出 -

  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 7,655

投資活動収支 -456,075

【財務活動収支】

  財務活動支出 389,816

    その他の支出 -

  投資活動収入 163,017

    国県等補助金収入 74,527

    基金取崩収入 78,538

    貸付金元金回収収入 -

  投資活動支出 619,092

    公共施設等整備費支出 484,710

    基金積立金支出 134,382

    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 311,136

【投資活動収支】

    税収等収入 3,083,599

    国県等補助金収入 1,202,187

    使用料及び手数料収入 219,659

    その他の収入 187,780

  臨時支出 14,872

    移転費用支出 2,689,867

      補助金等支出 2,251,364

      社会保障給付支出 436,204

      その他の支出 2,299

  業務収入 4,693,224

    業務費用支出 1,689,437

      人件費支出 730,345

      物件費等支出 908,211

      支払利息支出 33,406

      その他の支出 17,476

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 4,379,304


