
自治体名：三郷町 年度：平成27年度

会計：連結会計   

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 45,281,853   固定負債 16,657,183

    有形固定資産 40,851,095     地方債等 10,340,334

      事業用資産 20,112,823     長期未払金 -

        土地 9,925,519     退職手当引当金 1,483,353

        立木竹 -     損失補償等引当金 2,001,344

        建物 26,126,531     その他 2,832,152

        建物減価償却累計額 -16,926,088   流動負債 1,498,641

        工作物 1,239,791     １年内償還予定地方債等 750,345

        工作物減価償却累計額 -254,226     未払金 169,938

        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 114,198

        航空機 -     預り金 57,283

        航空機減価償却累計額 -     その他 406,876

        その他 - 負債合計 18,155,824

        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 46,980,601

      インフラ資産 20,491,129   余剰分（不足分） -15,814,002

        土地 5,617,077   他団体出資等分 -

        建物 1,424,129

        建物減価償却累計額 -715,622

        工作物 32,959,291

        工作物減価償却累計額 -18,808,695

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 14,950

      物品 547,201

      物品減価償却累計額 -300,058

    無形固定資産 1,073,946

      ソフトウェア 369,824

      その他 704,122

    投資その他の資産 3,356,812

      投資及び出資金 28,735

        有価証券 664

        出資金 28,071

        その他 -

      長期延滞債権 741,430

      長期貸付金 33,391

      基金 2,563,917

        減債基金 22,003

        その他 2,541,914

      その他 62

      徴収不能引当金 -10,721

  流動資産 4,040,569

    現金預金 1,900,814

    未収金 370,839

    短期貸付金 14,735

    基金 1,684,013

      財政調整基金 1,384,013

      減債基金 300,000

    棚卸資産 34,206

    その他 44,348

    徴収不能引当金 -8,385

  繰延資産 - 純資産合計 31,166,599

資産合計 49,322,423 負債及び純資産合計 49,322,423

報告書（連結財務諸表）
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自治体名：三郷町 年度：平成27年度

会計：連結会計   

行政コスト計算書(PL) （単位：千円）

    その他 101

純行政コスト 14,892,438

    その他 168

  臨時利益 11,595

    資産売却益 11,494

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 61,887

    損失補償等引当金繰入額 1,064,312

    その他 604,228

純経常行政コスト 13,777,667

  臨時損失 1,126,367

      その他 64,311

  経常収益 1,569,857

    使用料及び手数料 965,630

    移転費用 9,556,734

      補助金等 5,582,424

      社会保障給付 3,909,999

        支払利息 174,092

        徴収不能引当金繰入額 18,969

        その他 165,240

        減価償却費 1,490,519

        その他 4,260

      その他の業務費用 358,301

      物件費等 3,830,806

        物件費 2,195,105

        維持補修費 140,922

        賞与等引当金繰入額 114,198

        退職手当引当金繰入額 11,148

        その他 146,844

    業務費用 5,790,790

      人件費 1,601,682

        職員給与費 1,329,492

報告書（連結財務諸表）

科目名 金額

  経常費用 15,347,524
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自治体名：三郷町 年度：平成27年度

会計：連結会計   

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) 他団体出資等分

前年度末純資産残高 32,465,608 47,133,795 -14,668,187 -

  純行政コスト（△） -14,892,438 -14,892,438 -

  財源 13,646,669 13,646,669 -

    税収等 10,144,838 10,144,838 -

    国県等補助金 3,501,831 3,501,831 -

  本年度差額 -1,245,769 -1,245,769 -

  固定資産等の変動（内部変動） -112,688 112,688

    有形固定資産等の増加 1,434,975 -1,434,975

    有形固定資産等の減少 -1,706,736 1,706,736

    貸付金・基金等の増加 1,139,861 -1,139,861

    貸付金・基金等の減少 -980,788 980,788

  資産評価差額 -4,944 -4,944

  無償所管換等 264 264

  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 -67,434 -35,826 -31,608 -

  その他 18,873 - 18,873

  本年度純資産変動額 -1,299,010 -153,194 -1,145,815 -

本年度末純資産残高 31,166,599 46,980,601 -15,814,002 -

報告書（連結財務諸表）
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自治体名：三郷町 年度：平成27年度

会計：連結会計   

資金収支計算書(CF) （単位：千円）

本年度末資金残高 1,897,904

本年度資金収支額 214,026

前年度末資金残高 1,700,294

比例連結割合変更に伴う差額 -16,416

    地方債等発行収入 741,600

    その他の収入 253,569

財務活動収支 -33,590

    地方債等償還支出 734,199

    その他の支出 294,560

  財務活動収入 995,169

投資活動収支 -656,185

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,028,759

    貸付金元金回収収入 19,553

    資産売却収入 49,302

    その他の収入 7

  投資活動収入 593,977

    国県等補助金収入 284,837

    基金取崩収入 240,278

    投資及び出資金支出 6

    貸付金支出 2,194

    その他の支出 231

  投資活動支出 1,250,162

    公共施設等整備費支出 831,056

    基金積立金支出 416,675

  臨時収入 75,477

業務活動収支 903,802

【投資活動収支】

  臨時支出 168

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 168

    国県等補助金収入 3,172,083

    使用料及び手数料収入 957,055

    その他の収入 453,100

      その他の支出 64,311

  業務収入 14,656,718

    税収等収入 10,074,481

    移転費用支出 9,556,435

      補助金等支出 5,582,125

      社会保障給付支出 3,909,999

      物件費等支出 2,356,686

      支払利息支出 174,092

      その他の支出 157,129

  業務支出 13,828,226

    業務費用支出 4,271,791

      人件費支出 1,583,884

報告書（連結財務諸表）

科目名 金額

【業務活動収支】
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