
【様式第1号】

自治体名：三郷町

会計：連結会計 （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 46,756,902   固定負債 22,000,855

    有形固定資産 42,752,389     地方債等 13,728,226

      事業用資産 21,964,731     長期未払金 9,591

        土地 9,807,478     退職手当引当金 1,589,091

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 29,894,564     その他 6,673,946

        建物減価償却累計額 -18,907,246   流動負債 1,550,247

        工作物 1,576,592     １年内償還予定地方債等 775,798

        工作物減価償却累計額 -406,657     未払金 177,069

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 16,273

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 124,088

        航空機 -     預り金 94,994

        航空機減価償却累計額 -     その他 362,026

        その他 - 負債合計 23,551,102

        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 48,285,806

      インフラ資産 20,526,550   余剰分（不足分） -21,334,053

        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 851,591

      物品減価償却累計額 -590,484

    無形固定資産 1,965,600

      ソフトウェア 152,573

      その他 1,813,027

    投資その他の資産 2,038,913

      投資及び出資金 213,824

        有価証券 185,734

        出資金 28,090

        その他 -

      長期延滞債権 482,677

      長期貸付金 6,417

      基金 1,336,315

        減債基金 75,892

        その他 1,260,423

      その他 10,053

      徴収不能引当金 -10,373

  流動資産 3,745,953

    現金預金 1,830,754

    未収金 355,885

    短期貸付金 5,609

    基金 1,523,294

      財政調整基金 1,523,294

      減債基金 -

    棚卸資産 36,926

    その他 1,344

    徴収不能引当金 -7,860

  繰延資産 - 純資産合計 26,951,753

資産合計 50,502,855 負債及び純資産合計 50,502,855

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：連結会計 （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 15,941,921

    業務費用 6,422,194

      人件費 1,989,954

        職員給与費 1,485,619

        賞与等引当金繰入額 125,948

        退職手当引当金繰入額 21,897

        その他 356,490

      物件費等 4,063,514

        物件費 2,132,366

        維持補修費 423,096

        減価償却費 1,507,597

        その他 455

      その他の業務費用 368,726

        支払利息 133,960

        徴収不能引当金繰入額 18,674

        その他 216,093

    移転費用 9,519,728

      補助金等 5,020,326

      社会保障給付 4,409,692

      その他 89,709

  経常収益 1,373,676

    使用料及び手数料 921,823

    その他 451,853

純経常行政コスト 14,568,245

  臨時損失 49,866

    災害復旧事業費 17,317

    資産除売却損 28,502

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 4,046

  臨時利益 32,558

    資産売却益 11,298

    その他 21,261

純行政コスト 14,585,552



【様式第3号】

自治体名：三郷町

会計：連結会計 （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 31,649,337 54,742,912 -23,093,575 -

  純行政コスト（△） -14,585,552 -14,585,552 -

  財源 13,749,875 13,749,875 -

    税収等 8,341,367 8,341,367 -

    国県等補助金 5,408,508 5,408,508 -

  本年度差額 -835,677 -835,677 -

  固定資産等の変動（内部変動） 1,583,053 -1,583,053

    有形固定資産等の増加 3,341,066 -3,341,066

    有形固定資産等の減少 -1,551,291 1,551,291

    貸付金・基金等の増加 461,925 -461,925

    貸付金・基金等の減少 -668,647 668,647

  資産評価差額 -1,384 -1,384

  無償所管換等 -7,884,931 -7,884,931

  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 402 -34,206 34,608 -

  その他 4,024,006 -119,638 4,143,644

  本年度純資産変動額 -4,697,584 -6,457,106 1,759,522 -

本年度末純資産残高 26,951,753 48,285,806 -21,334,053 -

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：連結会計 （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 14,374,068

    業務費用支出 4,937,048

      人件費支出 1,968,797

      物件費等支出 2,698,806

      支払利息支出 133,124

      その他の支出 136,321

    移転費用支出 9,437,019

      補助金等支出 5,020,326

      社会保障給付支出 4,409,692

      その他の支出 7,001

  業務収入 14,543,671

    税収等収入 8,126,535

    国県等補助金収入 5,045,336

    使用料及び手数料収入 938,701

    その他の収入 433,099

  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 156,283

【投資活動収支】

  投資活動支出 3,651,168

    公共施設等整備費支出 3,293,050

    基金積立金支出 342,555

    投資及び出資金支出 6

    貸付金支出 35

    その他の支出 15,521

  投資活動収入 950,981

    国県等補助金収入 337,333

    基金取崩収入 538,248

    貸付金元金回収収入 11,155

    資産売却収入 30,473

    その他の収入 33,772

投資活動収支 -2,700,187

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,137,996

    地方債等償還支出 800,720

    その他の支出 337,276

  財務活動収入 3,416,366

    地方債等発行収入 3,186,429

    その他の収入 229,937

前年度末歳計外現金残高 10,735

本年度歳計外現金増減額 13,666

本年度末歳計外現金残高 24,402

本年度末現金預金残高 1,830,754

財務活動収支 2,278,370

本年度資金収支額 -265,534

前年度末資金残高 2,072,580

比例連結割合変更に伴う差額 -695

本年度末資金残高 1,806,352


