
【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 44,772,866   固定負債 21,138,840

    有形固定資産 42,140,533     地方債等 13,585,569

      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 6,420,528

        建物減価償却累計額 -19,185,025   流動負債 1,561,094

        工作物 1,592,168     １年内償還予定地方債等 755,724

        工作物減価償却累計額 -470,981     未払金 304,999

        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 124,810

        航空機 -     預り金 70,952

        航空機減価償却累計額 -     その他 304,609

        その他 - 負債合計 22,699,934

        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 46,225,344

      インフラ資産 20,532,218   余剰分（不足分） -20,861,572

        土地 5,695,928   他団体出資等分 -

        建物 857,180

        建物減価償却累計額 -314,702

        工作物 26,115,521

        工作物減価償却累計額 -12,024,611

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 202,903

      物品 715,639

      物品減価償却累計額 -487,157

    無形固定資産 1,226,115

      ソフトウェア 121,321

      その他 1,104,794

    投資その他の資産 1,406,218

      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 533,306

      長期貸付金 3,421

      基金 769,667

        減債基金 76,919

        その他 692,747

      その他 -

      徴収不能引当金 -15,228

  流動資産 3,290,841

    現金預金 1,462,011

    未収金 382,271

    短期貸付金 3,723

    基金 1,448,756

      財政調整基金 1,448,756

      減債基金 -

    棚卸資産 2,747

    その他 -

    徴収不能引当金 -8,667

  繰延資産 - 純資産合計 25,363,773

資産合計 48,063,707 負債及び純資産合計 48,063,707

連結貸借対照表
（令和2年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：三郷町

会計：全体会計 （単位：千円）

連結行政コスト計算書
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 12,701,650

    業務費用 5,514,861

      人件費 1,627,662

        職員給与費 1,146,513

        賞与等引当金繰入額 123,364

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 357,785

      物件費等 3,673,724

        物件費 1,853,727

        維持補修費 260,488

        減価償却費 1,559,509

        その他 -

      その他の業務費用 213,475

        支払利息 126,394

        徴収不能引当金繰入額 21,987

        その他 65,094

    移転費用 7,186,789

      補助金等 5,935,050

      社会保障給付 1,164,239

      その他 87,499

  経常収益 1,243,273

    使用料及び手数料 914,207

    その他 329,066

純経常行政コスト 11,458,377

  臨時損失 23,397

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 22,598

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 798

  臨時利益 7,153

    資産売却益 7,045

    その他 109

純行政コスト 11,474,621



【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 25,327,083 46,287,020 -20,959,937 -

  純行政コスト（△） -11,474,621 -11,474,621 -

  財源 11,360,340 11,360,340 -

    税収等 7,156,717 7,156,717 -

    国県等補助金 4,203,623 4,203,623 -

  本年度差額 -114,281 -114,281 -

  固定資産等の変動（内部変動） -125,951 125,951

    有形固定資産等の増加 1,515,674 -1,515,674

    有形固定資産等の減少 -1,615,210 1,615,210

    貸付金・基金等の増加 212,204 -212,204

    貸付金・基金等の減少 -238,619 238,619

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -1,268 -1,268

  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 152,239 65,544 86,695

  本年度純資産変動額 36,690 -61,675 98,365 -

本年度末純資産残高 25,363,773 46,225,344 -20,861,572 -

連結純資産変動計算書
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：全体会計 （単位：千円）

連結資金収支計算書
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 11,018,389

    業務費用支出 3,904,268

      人件費支出 1,598,829

      物件費等支出 2,119,839

      支払利息支出 126,394

      その他の支出 59,207

    移転費用支出 7,114,121

      補助金等支出 5,935,050

      社会保障給付支出 1,164,239

      その他の支出 14,831

  業務収入 11,824,566

    税収等収入 6,950,256

    国県等補助金収入 3,771,948

    使用料及び手数料収入 906,960

    その他の収入 195,403

  臨時支出 798

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 798

  臨時収入 109

業務活動収支 805,488

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,530,909

    公共施設等整備費支出 1,309,506

    基金積立金支出 205,799

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 -

    その他の支出 15,605

  投資活動収入 771,628

    国県等補助金収入 473,429

    基金取崩収入 208,368

    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 58,817

投資活動収支 -759,281

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,075,888

    地方債等償還支出 757,618

    その他の支出 318,270

  財務活動収入 1,001,013

    地方債等発行収入 779,400

    その他の収入 221,613

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 1,462,011

財務活動収支 -74,874

本年度資金収支額 -28,668

前年度末資金残高 1,483,523

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 1,454,855


