
【様式第1号】

自治体名：三郷町

会計：一般会計等 （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 32,120,503   固定負債 10,330,667

    有形固定資産 29,515,855     地方債 8,998,990

      事業用資産 21,471,338     長期未払金 -

        土地 9,739,942     退職手当引当金 1,257,446

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 29,206,220     その他 74,231

        建物減価償却累計額 -18,492,053   流動負債 918,612

        工作物 1,406,990     １年内償還予定地方債 488,059

        工作物減価償却累計額 -389,760     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 96,153

        航空機 -     預り金 22,766

        航空機減価償却累計額 -     その他 311,634

        その他 - 負債合計 11,249,279

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 -   固定資産等形成分 33,332,364

      インフラ資産 7,877,855   余剰分（不足分） -10,419,030

        土地 5,184,866

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        工作物 10,738,413

        工作物減価償却累計額 -8,045,424

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 -

      物品 555,072

      物品減価償却累計額 -388,411

    無形固定資産 151,630

      ソフトウェア 151,600

      その他 30

    投資その他の資産 2,453,018

      投資及び出資金 1,411,109

        有価証券 664

        出資金 1,410,445

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 396,924

      長期貸付金 6,180

      基金 647,993

        減債基金 75,892

        その他 572,101

      その他 -

      徴収不能引当金 -9,188

  流動資産 2,042,110

    現金預金 812,831

    未収金 18,366

    短期貸付金 5,609

    基金 1,206,252

      財政調整基金 1,206,252

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -948 純資産合計 22,913,335

資産合計 34,162,613 負債及び純資産合計 34,162,613

貸借対照表
（平成31年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：三郷町

会計：一般会計等 （単位：千円）

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 8,030,213

    業務費用 4,477,693

      人件費 1,483,283

        職員給与費 1,059,605

        賞与等引当金繰入額 96,153

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 327,526

      物件費等 2,829,900

        物件費 1,482,411

        維持補修費 384,309

        減価償却費 963,180

        その他 -

      その他の業務費用 164,509

        支払利息 50,078

        徴収不能引当金繰入額 10,136

        その他 104,295

    移転費用 3,552,520

      補助金等 1,673,603

      社会保障給付 1,108,421

      他会計への繰出金 767,901

      その他 2,596

  経常収益 451,943

    使用料及び手数料 229,897

    その他 222,045

純経常行政コスト 7,578,270

  臨時損失 34,320

    災害復旧事業費 17,317

    資産除売却損 17,003

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

純行政コスト 7,601,344

    その他 -

  臨時利益 11,246

    資産売却益 11,246



【様式第3号】

自治体名：三郷町

会計：一般会計等 （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 22,660,544 30,751,240 -8,090,695

  純行政コスト（△） -7,601,344 -7,601,344

  財源 6,814,538 6,814,538

    税収等 5,229,490 5,229,490

    国県等補助金 1,585,048 1,585,048

  本年度差額 -786,806 -786,806

  固定資産等の変動（内部変動） 1,541,529 -1,541,529

    有形固定資産等の増加 2,881,908 -2,881,908

    有形固定資産等の減少 -995,240 995,240

    貸付金・基金等の増加 276,253 -276,253

    貸付金・基金等の減少 -621,392 621,392

  資産評価差額 -1,384 -1,384

  無償所管換等 19,972 19,972

  その他 1,021,009 1,021,009 -

  本年度純資産変動額 252,790 2,581,125 -2,328,334

本年度末純資産残高 22,913,335 33,332,364 -10,419,030

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：三郷町

会計：一般会計等 （単位：千円）

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 7,005,560

    業務費用支出 3,453,039

      人件費支出 1,487,447

      物件費等支出 1,879,922

      支払利息支出 50,078

      その他の支出 35,592

    移転費用支出 3,552,520

      補助金等支出 1,673,603

      社会保障給付支出 1,108,421

      他会計への繰出支出 767,901

      その他の支出 2,596

  業務収入 6,955,734

    税収等収入 5,233,099

    国県等補助金収入 1,311,028

    使用料及び手数料収入 236,504

    その他の収入 175,103

  臨時支出 17,317

    災害復旧事業費支出 17,317

    その他の支出 -

  臨時収入 4,476

業務活動収支 -62,667

【投資活動収支】

  投資活動支出 3,148,767

    公共施設等整備費支出 2,873,581

    基金積立金支出 175,152

    投資及び出資金支出 100,000

    貸付金支出 35

    その他の支出 -

  投資活動収入 837,489

    国県等補助金収入 269,544

    基金取崩収入 526,394

    貸付金元金回収収入 11,130

    資産売却収入 30,421

    その他の収入 -

投資活動収支 -2,311,278

【財務活動収支】

  財務活動支出 785,796

    地方債償還支出 464,739

    その他の支出 321,057

  財務活動収入 3,140,837

    地方債発行収入 2,910,900

前年度末歳計外現金残高 9,182

本年度歳計外現金増減額 13,584

本年度末歳計外現金残高 22,766

本年度末現金預金残高 812,831

    その他の収入 229,937

財務活動収支 2,355,041

本年度資金収支額 -18,904

前年度末資金残高 808,969

本年度末資金残高 790,065


