
【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 37,001,741   固定負債 4,686,829

    有形固定資産 33,544,134     地方債等 3,770,137

      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

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 -     その他 447,353

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 508,883

        建物 11,925,040     １年内償還予定地方債等 389,816

        建物減価償却累計額 -7,442,404     未払金 2,591

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 29,654     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -6,820     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 50,614

        船舶 -     預り金 65,862

        船舶減価償却累計額 -     その他 -

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 5,195,712

        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 37,343,244

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -4,895,132

        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 21,200,908

        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 555,483

      物品減価償却累計額 -414,059

      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 3,421,473

      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 31,816

      長期貸付金 -

      基金 3,327,339

        減債基金 507,424

        その他 2,819,915

      その他 -

      徴収不能引当金 -2,407

  流動資産 642,083

    現金預金 271,667

    未収金 28,922

    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 72

    その他 -

    徴収不能引当金 -81

  繰延資産 - 純資産合計 32,448,112

資産合計 37,643,824 負債及び純資産合計 37,643,824

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：全体会計 （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 4,544,874

    業務費用 1,963,403

      人件費 944,239

        職員給与費 598,951

        賞与等引当金繰入額 50,468

        退職手当引当金繰入額 -24,073

        その他 318,893

      物件費等 958,716

        物件費 506,774

        維持補修費 89,916

        減価償却費 355,628

        その他 6,398

      その他の業務費用 60,448

        支払利息 38,239

        徴収不能引当金繰入額 -4,781

        その他 26,990

    移転費用 2,581,471

      補助金等 2,157,770

      社会保障給付 421,287

      その他 2,414

  経常収益 387,113

    使用料及び手数料 203,953

    その他 183,159

純経常行政コスト 4,157,761

  臨時損失 2,213

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 2,213

    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 4,104,803



【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 32,185,457 37,082,149 -4,896,692 -

  純行政コスト（△） -4,104,803 -4,104,803 -

  財源 4,366,922 4,366,922 -

    税収等 3,040,395 3,040,395 -

    国県等補助金 1,326,527 1,326,527 -

  本年度差額 262,119 262,119 -

  固定資産等の変動（内部変動） 260,560 -260,560

    有形固定資産等の増加 421,885 -421,885

    有形固定資産等の減少 -355,859 355,859

    貸付金・基金等の増加 264,936 -264,936

    貸付金・基金等の減少 -70,402 70,402

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 536 536

  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 262,655 261,096 1,560 -

本年度末純資産残高 32,448,112 37,343,244 -4,895,132 -

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：全体会計 （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 4,218,605

    業務費用支出 1,637,134

      人件費支出 967,729

      物件費等支出 605,581

      支払利息支出 38,239

      その他の支出 25,585

    移転費用支出 2,581,471

      補助金等支出 2,157,770

      社会保障給付支出 421,287

      その他の支出 2,414

  業務収入 4,675,983

    税収等収入 3,042,831

    国県等補助金収入 1,259,598

    使用料及び手数料収入 190,334

    その他の収入 183,219

  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 457,377

【投資活動収支】

  投資活動支出 633,313

    公共施設等整備費支出 421,885

    基金積立金支出 211,367

    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 126,308

    国県等補助金収入 66,929

    基金取崩収入 54,200

    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 -507,005

【財務活動収支】

  財務活動支出 385,427

    地方債等償還支出 385,427

    その他の支出 -

  財務活動収入 329,800

    地方債等発行収入 329,800

    その他の収入 -

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 271,667

財務活動収支 -55,627

本年度資金収支額 -105,254

前年度末資金残高 311,059

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 205,805


