
【様式第１号】

貸借対照表
（令和 2年 3月31日現在）

（単位：千円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 22,575,637 固定負債 4,429,025 

有形固定資産 20,621,673 地方債 3,596,257 
事業用資産 7,168,644 長期未払金 - 

土地 1,217,084 退職手当引当金 765,399 
立木竹 576,946 損失補償等引当金 - 
建物 11,649,583 その他 67,369 
建物減価償却累計額 △ 7,407,274 流動負債 619,298 
工作物 25,967,487 １年内償還予定地方債 547,334 
工作物減価償却累計額 △ 25,222,090 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 53,463 
航空機 - 預り金 9,832 
航空機減価償却累計額 - その他 8,669 
その他 - 5,048,323 
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 386,907 固定資産等形成分 23,661,155 

インフラ資産 13,250,418 余剰分（不足分） △ 4,780,422 
土地 266,395 
建物 250,145 
建物減価償却累計額 △ 175,852 
工作物 29,498,919 
工作物減価償却累計額 △ 16,596,640 
その他 - 
その他減価償却累計額 - 
建設仮勘定 7,452 

物品 1,193,349 
物品減価償却累計額 △ 990,737 

無形固定資産 15,939 
ソフトウェア 15,939 
その他 - 

投資その他の資産 1,938,025 
投資及び出資金 365,752 

有価証券 16,251 
出資金 349,501 
その他 - 

投資損失引当金 - 
長期延滞債権 17,824 
長期貸付金 - 
基金 1,555,955 

減債基金 - 
その他 1,555,955 

その他 - 
徴収不能引当金 △ 1,506 

流動資産 1,353,419 
現金預金 259,287 
未収金 8,707 
短期貸付金 - 
基金 1,085,518 

財政調整基金 937,517 
減債基金 148,002 

棚卸資産 - 
その他 - 
徴収不能引当金 △ 93 18,880,733 

23,929,056 23,929,056 資産合計

負債合計

純資産合計

負債及び純資産合計

山形県最上郡真室川町



【様式第２号】

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

（単位：千円）

金額

経常費用 5,140,770 

業務費用 2,971,967 

人件費 981,030 

職員給与費 915,037 

賞与等引当金繰入額 - 

退職手当引当金繰入額 - 

その他 65,993 

物件費等 1,953,139 

物件費 876,702 

維持補修費 73,078 

減価償却費 1,000,593 

その他 2,766 

その他の業務費用 37,797 

支払利息 19,955 

徴収不能引当金繰入額 985 

その他 16,857 

移転費用 2,168,803 

補助金等 1,459,607 

社会保障給付 322,374 

他会計への繰出金 385,621 

その他 1,202 

経常収益 162,699 

使用料及び手数料 86,991 

その他 75,708 

純経常行政コスト 4,978,071 

臨時損失 2,088 

災害復旧事業費 - 

資産除売却損 2,088 

投資損失引当金繰入額 - 

損失補償等引当金繰入額 - 

その他 - 

臨時利益 4,927 

資産売却益 4,927 

その他 - 

純行政コスト 4,975,232 

科目

山形県最上郡真室川町



【様式第３号】

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

（単位：千円）

固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）

前年度末純資産残高 19,129,516 23,701,561 △ 4,572,045 

純行政コスト（△） △ 4,975,232 △ 4,975,232 

財源 4,770,389 4,770,389 

税収等 3,945,077 3,945,077 

国県等補助金 825,312 825,312 

本年度差額 △ 204,843 △ 204,843 

固定資産等の変動（内部変動） 3,534 △ 3,534 

有形固定資産等の増加 1,007,059 △ 1,007,059 

有形固定資産等の減少 △ 957,128 957,128 

貸付金・基金等の増加 90,893 △ 90,893 

貸付金・基金等の減少 △ 137,290 137,290 

資産評価差額 - - 

無償所管換等 △ 43,940 △ 43,940 

その他 - - - 

本年度純資産変動額 △ 248,782 △ 40,406 △ 208,377 

本年度末純資産残高 18,880,733 23,661,155 △ 4,780,422 

科目 合計

山形県最上郡真室川町



【様式第４号】

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

（単位：千円）

金額

【業務活動収支】

業務支出 4,141,138 

業務費用支出 1,972,335 

人件費支出 981,030 

物件費等支出 961,056 

支払利息支出 19,955 

その他の支出 10,293 

移転費用支出 2,168,803 

補助金等支出 1,459,607 

社会保障給付支出 322,374 

他会計への繰出支出 385,621 

その他の支出 1,202 

業務収入 4,727,023 

税収等収入 3,943,669 

国県等補助金収入 633,316 

使用料及び手数料収入 88,815 

その他の収入 61,223 

臨時支出 - 

災害復旧事業費支出 - 

その他の支出 - 

臨時収入 19,618 

業務活動収支 605,504 

【投資活動収支】

投資活動支出 1,127,922 

公共施設等整備費支出 1,050,849 

基金積立金支出 37,285 

投資及び出資金支出 34,788 

貸付金支出 5,000 

その他の支出 - 

投資活動収入 302,066 

国県等補助金収入 172,378 

基金取崩収入 120,000 

貸付金元金回収収入 4,043 

資産売却収入 5,645 

その他の収入 - 

投資活動収支 △ 825,855 

【財務活動収支】

財務活動支出 447,119 

地方債償還支出 447,119 

その他の支出 - 

財務活動収入 721,000 

地方債発行収入 721,000 

その他の収入 - 

財務活動収支 273,881 

本年度資金収支額 53,529 

前年度末資金残高 195,926 

本年度末資金残高 249,455 

前年度末歳計外現金残高 8,455 

本年度歳計外現金増減額 1,376 

本年度末歳計外現金残高 9,832 

本年度末現金預金残高 259,287 

科目

山形県最上郡真室川町


