
自治体名：三郷町 年度：平成27年度

会計：一般会計等   

貸借対照表(BS) （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 31,219,574   固定負債 12,067,864

    有形固定資産 27,928,193     地方債 5,873,855

      事業用資産 19,692,947     長期未払金 -

        土地 9,882,926     退職手当引当金 1,379,584

        立木竹 -     損失補償等引当金 4,500,407

        建物 25,725,232     その他 314,017

        建物減価償却累計額 -16,658,407   流動負債 929,349

        工作物 986,968     １年内償還予定地方債 479,916

        工作物減価償却累計額 -245,068     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 103,274

        航空機 -     預り金 2,703

        航空機減価償却累計額 -     その他 343,456

        その他 - 負債合計 12,997,212

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 1,296   固定資産等形成分 32,736,302

      インフラ資産 8,037,120   余剰分（不足分） -12,150,579

        土地 5,123,340

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        工作物 10,381,514

        工作物減価償却累計額 -7,467,734

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 -

      物品 440,367

      物品減価償却累計額 -242,241

    無形固定資産 367,561

      ソフトウェア 367,501

      その他 60

    投資その他の資産 2,923,821

      投資及び出資金 290,121

        有価証券 664

        出資金 289,457

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 614,861

      長期貸付金 32,337

      基金 1,989,716

        減債基金 22,003

        その他 1,967,713

      その他 -

      徴収不能引当金 -3,214

  流動資産 2,363,361

    現金預金 808,351

    未収金 37,210

    短期貸付金 14,735

    基金 1,501,994

      財政調整基金 1,201,994

      減債基金 300,000

    棚卸資産 -

    その他 1,649

    徴収不能引当金 -577 純資産合計 20,585,723

資産合計 33,582,935 負債及び純資産合計 33,582,935
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自治体名：三郷町 年度：平成27年度

会計：一般会計等   

行政コスト計算書(PL) （単位：千円）

純行政コスト 7,347,355

  臨時利益 11,494

    資産売却益 11,494

    その他 -

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 851,594

    その他 -

  臨時損失 908,310

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 56,716

    使用料及び手数料 252,941

    その他 316,494

純経常行政コスト 6,450,539

      他会計への繰出金 746,553

      その他 1,875

  経常収益 569,435

    移転費用 3,060,034

      補助金等 1,296,800

      社会保障給付 1,014,806

        支払利息 75,854

        徴収不能引当金繰入額 3,792

        その他 39,420

        減価償却費 873,872

        その他 2,143

      その他の業務費用 119,065

      物件費等 2,536,488

        物件費 1,558,623

        維持補修費 101,850

        賞与等引当金繰入額 103,274

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 109,164

    業務費用 3,959,940

      人件費 1,304,387

        職員給与費 1,091,949

報告書（財務諸表）

科目名 金額

  経常費用 7,019,974
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自治体名：三郷町 年度：平成27年度

会計：一般会計等   

純資産変動計算書(NW) （単位：千円）

科目名 合計 固定資産等形成分 余剰分(不足分)

前年度末純資産残高 21,374,305 32,765,082 -11,390,777

  純行政コスト（△） -7,347,355 -7,347,355

  財源 6,558,722 6,558,722

    税収等 5,145,194 5,145,194

    国県等補助金 1,413,529 1,413,529

  本年度差額 -788,633 -788,633

  固定資産等の変動（内部変動） -28,830 28,830

    有形固定資産等の増加 863,418 -863,418

    有形固定資産等の減少 -1,078,872 1,078,872

    貸付金・基金等の増加 921,571 -921,571

    貸付金・基金等の減少 -734,948 734,948

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 51 51

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -788,582 -28,779 -759,803

本年度末純資産残高 20,585,723 32,736,302 -12,150,579
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自治体名：三郷町 年度：平成27年度

会計：一般会計等   

資金収支計算書(CF) （単位：千円）

本年度末資金残高 805,648

財務活動収支 -112,401

本年度資金収支額 227,747

前年度末資金残高 577,902

  財務活動収入 640,669

    地方債発行収入 387,100

    その他の収入 253,569

  財務活動支出 753,070

    地方債償還支出 474,318

    その他の支出 278,752

    その他の収入 -

投資活動収支 -342,614

【財務活動収支】

    基金取崩収入 131,316

    貸付金元金回収収入 17,097

    資産売却収入 49,302

    その他の支出 -

  投資活動収入 355,409

    国県等補助金収入 157,694

    基金積立金支出 333,744

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 104

【投資活動収支】

  投資活動支出 698,023

    公共施設等整備費支出 364,175

    その他の支出 -

  臨時収入 75,376

業務活動収支 682,761

    その他の収入 165,305

  臨時支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    税収等収入 5,146,443

    国県等補助金収入 1,180,459

    使用料及び手数料収入 252,467

      他会計への繰出支出 746,553

      その他の支出 1,875

  業務収入 6,744,674

    移転費用支出 3,060,034

      補助金等支出 1,296,800

      社会保障給付支出 1,014,806

      物件費等支出 1,671,314

      支払利息支出 75,854

      その他の支出 36,255

  業務支出 6,137,289

    業務費用支出 3,077,254

      人件費支出 1,293,832

報告書（財務諸表）

科目名 金額

【業務活動収支】
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