
【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 31,975,692   固定負債 10,072,469

    有形固定資産 29,343,475     地方債 8,885,398

      事業用資産 21,379,834     長期未払金 -

        土地 9,722,573     退職手当引当金 1,132,743

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 29,566,058     その他 54,328

        建物減価償却累計額 -19,185,025   流動負債 941,625

        工作物 1,592,168     １年内償還予定地方債 514,692

        工作物減価償却累計額 -470,981     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 115,661

        航空機 -     預り金 7,156

        航空機減価償却累計額 -     その他 304,115

        その他 - 負債合計 11,014,093

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 155,042   固定資産等形成分 33,186,348

      インフラ資産 7,749,392   余剰分（不足分） -10,255,180

        土地 5,183,215

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        工作物 10,763,334

        工作物減価償却累計額 -8,197,157

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 -

      物品 644,509

      物品減価償却累計額 -430,260

    無形固定資産 118,887

      ソフトウェア 118,867

      その他 20

    投資その他の資産 2,513,330

      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 450,795

      長期貸付金 3,421

      基金 657,584

        減債基金 76,919

        その他 580,664

      その他 -

      徴収不能引当金 -9,578

  流動資産 1,969,570

    現金預金 744,734

    未収金 15,128

    短期貸付金 3,723

    基金 1,206,934

      財政調整基金 1,206,934

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -949 純資産合計 22,931,169

資産合計 33,945,262 負債及び純資産合計 33,945,262

貸借対照表
（令和2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31年4月1日
至　令和2年3月31日

科目名 金額

  経常費用 7,622,570

    業務費用 4,294,710

      人件費 1,532,309

        職員給与費 1,066,197

        賞与等引当金繰入額 115,661

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 350,451

      物件費等 2,660,351

        物件費 1,382,028

        維持補修費 210,127

        減価償却費 1,068,197

        その他 -

      その他の業務費用 102,050

        支払利息 49,474

        徴収不能引当金繰入額 10,527

        その他 42,049

    移転費用 3,327,859

      補助金等 1,380,886

      社会保障給付 1,157,417

      他会計への繰出金 788,362

      その他 1,194

  経常収益 510,139

    使用料及び手数料 208,388

    その他 301,752

純経常行政コスト 7,112,430

  臨時損失 6,958

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 6,958

    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 7,112,344

    その他 -

  臨時利益 7,045

    資産売却益 7,045



【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 22,913,335 33,332,364 -10,419,030

  純行政コスト（△） -7,112,344 -7,112,344

  財源 7,065,902 7,065,902

    税収等 5,244,171 5,244,171

    国県等補助金 1,821,731 1,821,731

  本年度差額 -46,442 -46,442

  固定資産等の変動（内部変動） -210,292 210,292

    有形固定資産等の増加 882,155 -882,155

    有形固定資産等の減少 -1,086,009 1,086,009

    貸付金・基金等の増加 199,954 -199,954

    貸付金・基金等の減少 -206,391 206,391

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -1,268 -1,268

  その他 65,544 65,544 -

  本年度純資産変動額 17,834 -146,016 163,850

本年度末純資産残高 22,931,169 33,186,348 -10,255,180

純資産変動計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2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31年4月1日
至　令和2年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 6,527,276

    業務費用支出 3,199,417

      人件費支出 1,502,573

      物件費等支出 1,605,324

      支払利息支出 49,474

      その他の支出 42,046

    移転費用支出 3,327,859

      補助金等支出 1,380,886

      社会保障給付支出 1,157,417

      他会計への繰出支出 788,362

      その他の支出 1,194

  業務収入 7,108,879

    税収等収入 5,252,133

    国県等補助金収入 1,480,027

    使用料及び手数料収入 208,630

    その他の収入 168,089

  臨時支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 581,603

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,011,975

    公共施設等整備費支出 813,335

    基金積立金支出 198,640

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 561,086

    国県等補助金収入 341,704

    基金取崩収入 188,368

    貸付金元金回収収入 10,173

    資産売却収入 20,841

    その他の収入 -

投資活動収支 -450,889

【財務活動収支】

  財務活動支出 805,915

    地方債償還支出 488,059

    その他の支出 317,856

  財務活動収入 622,713

    地方債発行収入 401,100

前年度末歳計外現金残高 22,766

本年度歳計外現金増減額 -15,609

本年度末歳計外現金残高 7,156

本年度末現金預金残高 744,734

    その他の収入 221,613

財務活動収支 -183,202

本年度資金収支額 -52,487

前年度末資金残高 790,065

本年度末資金残高 737,578


