
【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 39,003,414   固定負債 5,104,994

    有形固定資産 35,055,990     地方債等 3,894,799

      事業用資産 13,681,919     長期未払金 -

        土地 7,732,311     退職手当引当金 690,868

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 -     その他 519,327

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 545,974

        建物 13,839,905     １年内償還予定地方債等 414,410

        建物減価償却累計額 -8,178,931     未払金 2,848

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 338,604     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -153,406     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 61,370

        船舶 -     預り金 66,892

        船舶減価償却累計額 -     その他 455

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 5,650,968

        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 39,376,614

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -5,030,943

        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 103,436

      インフラ資産 21,200,908

        土地 18,343,020

        土地減損損失累計額 -

        建物 691

        建物減価償却累計額 -46

        建物減損損失累計額 -

        工作物 5,369,412

        工作物減価償却累計額 -2,512,169

        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 698,879

      物品減価償却累計額 -525,717

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 36,135

      ソフトウェア 36,135

      その他 -

    投資その他の資産 3,911,290

      投資及び出資金 64,725

        有価証券 -

        出資金 64,725

        その他 -

      長期延滞債権 42,396

      長期貸付金 -

      基金 3,802,061

        減債基金 507,424

        その他 3,294,637

      その他 4,765

      徴収不能引当金 -2,658

  流動資産 993,225

    現金預金 461,655

    未収金 30,746

    短期貸付金 -

    基金 373,199

      財政調整基金 371,478

      減債基金 1,721

    棚卸資産 86,167

    その他 41,580

    徴収不能引当金 -123

  繰延資産 - 純資産合計 34,345,671

資産合計 39,996,639 負債及び純資産合計 39,996,639

連結貸借対照表
（平成31年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：松川村

会計：連結会計 （単位：千円）

連結行政コスト計算書
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 7,292,814

    業務費用 2,526,602

      人件費 1,181,111

        職員給与費 728,878

        賞与等引当金繰入額 61,224

        退職手当引当金繰入額 45,728

        その他 345,281

      物件費等 1,243,153

        物件費 672,414

        維持補修費 128,308

        減価償却費 429,966

        その他 12,466

      その他の業務費用 102,338

        支払利息 38,744

        徴収不能引当金繰入額 -4,620

        その他 68,213

    移転費用 4,766,213

      補助金等 3,241,711

      社会保障給付 1,514,386

      その他 10,116

  経常収益 475,555

    使用料及び手数料 267,243

    その他 208,311

純経常行政コスト 6,817,260

  臨時損失 4,260

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 4,260

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 55,171

    資産売却益 1,918

    その他 53,253

純行政コスト 6,766,348



【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 33,534,066 38,622,729 -5,088,662 -

  純行政コスト（△） -6,766,348 -6,766,348 -

  財源 7,062,609 7,062,609 -

    税収等 4,807,506 4,807,506 -

    国県等補助金 2,255,104 2,255,104 -

  本年度差額 296,262 296,262 -

  固定資産等の変動（内部変動） 194,884 -194,884

    有形固定資産等の増加 438,324 -438,324

    有形固定資産等の減少 -428,748 428,748

    貸付金・基金等の増加 281,154 -281,154

    貸付金・基金等の減少 -95,846 95,846

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 1,696 1,696

  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 194,382 257,206 -62,824 -

  その他 319,265 300,099 19,167

  本年度純資産変動額 811,605 753,885 57,720 -

本年度末純資産残高 34,345,671 39,376,614 -5,030,943 -

連結純資産変動計算書
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：連結会計 （単位：千円）

連結資金収支計算書
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 6,895,551

    業務費用支出 2,069,073

      人件費支出 1,133,692

      物件費等支出 809,985

      支払利息支出 38,744

      その他の支出 86,651

    移転費用支出 4,826,478

      補助金等支出 3,241,803

      社会保障給付支出 1,514,386

      その他の支出 70,290

  業務収入 7,449,752

    税収等収入 4,809,229

    国県等補助金収入 2,186,911

    使用料及び手数料収入 253,625

    その他の収入 199,987

  臨時支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 25

業務活動収支 554,226

【投資活動収支】

  投資活動支出 738,928

    公共施設等整備費支出 504,236

    基金積立金支出 234,631

    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 150,903

    国県等補助金収入 68,193

    基金取崩収入 77,531

    貸付金元金回収収入 61

    資産売却収入 1,918

    その他の収入 3,200

投資活動収支 -588,025

【財務活動収支】

  財務活動支出 413,978

    地方債等償還支出 409,128

    その他の支出 4,850

  財務活動収入 330,922

    地方債等発行収入 330,922

    その他の収入 -

前年度末歳計外現金残高 56,403

本年度歳計外現金増減額 10,549

本年度末歳計外現金残高 66,952

本年度末現金預金残高 461,655

財務活動収支 -83,056

本年度資金収支額 -116,855

前年度末資金残高 504,763

比例連結割合変更に伴う差額 6,796

本年度末資金残高 394,703


