
【様式第1号】

自治体名：三郷町

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 44,833,424   固定負債 21,382,205

    有形固定資産 42,185,008     地方債等 13,561,894

      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 6,562,865

        建物減価償却累計額 -18,492,053   流動負債 1,425,327

        工作物 1,406,990     １年内償還予定地方債等 757,618

        工作物減価償却累計額 -389,760     未払金 164,371

        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 105,522

        航空機 -     預り金 85,815

        航空機減価償却累計額 -     その他 312,000

        その他 - 負債合計 22,807,531

        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 46,287,020

      インフラ資産 20,526,550   余剰分（不足分） -20,959,937

        土地 5,697,579   他団体出資等分 -

        建物 857,180

        建物減価償却累計額 -294,706

        工作物 25,576,755

        工作物減価償却累計額 -11,490,989

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 180,732

      物品 625,210

      物品減価償却累計額 -438,090

    無形固定資産 1,282,444

      ソフトウェア 151,740

      その他 1,130,704

    投資その他の資産 1,365,971

      投資及び出資金 115,052

        有価証券 664

        出資金 114,388

        その他 -

      長期延滞債権 482,038

      長期貸付金 6,180

      基金 773,005

        減債基金 75,892

        その他 697,113

      その他 -

      徴収不能引当金 -10,304

  流動資産 3,301,191

    現金預金 1,506,288

    未収金 346,457

    短期貸付金 5,609

    基金 1,447,987

      財政調整基金 1,447,987

      減債基金 -

    棚卸資産 2,688

    その他 -

    徴収不能引当金 -7,839

  繰延資産 - 純資産合計 25,327,083

資産合計 48,134,614 負債及び純資産合計 48,134,614

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：三郷町

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 13,090,142

    業務費用 5,724,458

      人件費 1,592,752

        職員給与費 1,150,590

        賞与等引当金繰入額 107,380

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 334,783

      物件費等 3,821,671

        物件費 1,955,699

        維持補修費 411,114

        減価償却費 1,454,859

        その他 -

      その他の業務費用 310,035

        支払利息 132,789

        徴収不能引当金繰入額 18,604

        その他 158,641

    移転費用 7,365,683

      補助金等 6,164,996

      社会保障給付 1,115,486

      その他 85,202

  経常収益 1,163,771

    使用料及び手数料 900,632

    その他 263,139

純経常行政コスト 11,926,371

  臨時損失 45,627

    災害復旧事業費 17,317

    資産除売却損 27,746

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 563

  臨時利益 11,330

    資産売却益 11,246

    その他 84

純行政コスト 11,960,667



【様式第3号】

自治体名：三郷町

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 30,048,279 52,740,546 -22,692,267 -

  純行政コスト（△） -11,960,667 -11,960,667 -

  財源 11,098,189 11,098,189 -

    税収等 7,059,252 7,059,252 -

    国県等補助金 4,038,937 4,038,937 -

  本年度差額 -862,478 -862,478 -

  固定資産等の変動（内部変動） 1,552,825 -1,552,825

    有形固定資産等の増加 3,264,283 -3,264,283

    有形固定資産等の減少 -1,497,662 1,497,662

    貸付金・基金等の増加 412,872 -412,872

    貸付金・基金等の減少 -626,668 626,668

  資産評価差額 -1,384 -1,384

  無償所管換等 -7,885,044 -7,885,044

  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 4,027,711 -119,922 4,147,633

  本年度純資産変動額 -4,721,195 -6,453,526 1,732,331 -

本年度末純資産残高 25,327,083 46,287,020 -20,959,937 -

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：三郷町

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 11,598,565

    業務費用支出 4,315,488

      人件費支出 1,582,952

      物件費等支出 2,511,543

      支払利息支出 132,789

      その他の支出 88,203

    移転費用支出 7,283,077

      補助金等支出 6,164,996

      社会保障給付支出 1,115,486

      その他の支出 2,596

  業務収入 11,653,804

    税収等収入 6,844,421

    国県等補助金収入 3,675,765

    使用料及び手数料収入 917,510

    その他の収入 216,109

  臨時支出 17,880

    災害復旧事業費支出 17,317

    その他の支出 563

  臨時収入 4,560

業務活動収支 41,919

【投資活動収支】

  投資活動支出 3,549,473

    公共施設等整備費支出 3,228,610

    基金積立金支出 305,308

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 35

    その他の支出 15,521

  投資活動収入 939,050

    国県等補助金収入 337,333

    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 33,772

投資活動収支 -2,610,423

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,085,042

    地方債等償還支出 751,160

    その他の支出 333,882

  財務活動収入 3,371,837

    地方債等発行収入 3,141,900

    その他の収入 229,937

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 1,506,288

財務活動収支 2,286,795

本年度資金収支額 -281,708

前年度末資金残高 1,765,231

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 1,483,523


