
【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 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 31,332,644   固定負債 10,157,742

    有形固定資産 28,556,030     地方債 8,922,655

      事業用資産 20,660,103     長期未払金 -

        土地 9,130,253     退職手当引当金 1,022,443

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 29,822,913     その他 212,643

        建物減価償却累計額 -19,642,699   流動負債 974,128

        工作物 1,809,152     １年内償還予定地方債 580,443

        工作物減価償却累計額 -559,132     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 113,475

        航空機 -     預り金 9,825

        航空機減価償却累計額 -     その他 270,386

        その他 - 負債合計 11,131,870

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 99,616   固定資産等形成分 32,542,361

      インフラ資産 7,668,257   余剰分（不足分） -10,089,303

        土地 5,183,215

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        工作物 10,833,885

        工作物減価償却累計額 -8,348,842

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 -

      物品 684,398

      物品減価償却累計額 -456,729

    無形固定資産 284,643

      ソフトウェア 284,633

      その他 10

    投資その他の資産 2,491,971

      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 427,292

      長期貸付金 2,156

      基金 660,757

        減債基金 77,945

        その他 582,812

      その他 -

      徴収不能引当金 -9,342

  流動資産 2,252,284

    現金預金 932,029

    未収金 114,027

    短期貸付金 1,401

    基金 1,208,317

      財政調整基金 1,208,317

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -3,490 純資産合計 22,453,058

資産合計 33,584,928 負債及び純資産合計 33,584,928

貸借対照表
（令和3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　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日

科目 金額

  経常費用 10,300,338

    業務費用 4,480,035

      人件費 1,525,213

        職員給与費 1,211,468

        賞与等引当金繰入額 113,475

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 200,270

      物件費等 2,837,848

        物件費 1,679,413

        維持補修費 86,339

        減価償却費 1,072,096

        その他 -

      その他の業務費用 116,975

        支払利息 44,521

        徴収不能引当金繰入額 12,832

        その他 59,622

    移転費用 5,820,303

      補助金等 3,822,452

      社会保障給付 1,176,071

      他会計への繰出金 817,110

      その他 4,670

  経常収益 559,492

    使用料及び手数料 192,714

    その他 366,778

純経常行政コスト 9,740,846

  臨時損失 623,784

    災害復旧事業費 47,520

    資産除売却損 576,264

    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 10,327,617

    その他 -

  臨時利益 37,013

    資産売却益 37,013



【様式第3号】

自治体名：三郷町

会計：一般会計等 （単位：千円）

固定資産 
等形成分

余剰分 
(不足分)

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

  純行政コスト（△） -10,327,617 -10,327,617

  財源 9,859,493 9,859,493

    税収等 5,307,487 5,307,487

    国県等補助金 4,552,006 4,552,006

  本年度差額 -468,125 -468,125

  固定資産等の変動（内部変動） -854,749 854,749

    有形固定資産等の増加 942,790 -942,790

    有形固定資産等の減少 -1,773,757 1,773,757

    貸付金・基金等の増加 258,904 -258,904

    貸付金・基金等の減少 -282,686 282,686

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -10,017 -10,017

  その他 31 31 -

  本年度純資産変動額 -478,111 -864,735 386,624

本年度末純資産残高 22,453,058 32,321,613 -9,868,555

純資産変動計算書
自　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日

科目 合計



【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　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日

科目 金額

【業務活動収支】

  業務支出 9,212,592

    業務費用支出 3,392,289

      人件費支出 1,527,400

      物件費等支出 1,767,996

      支払利息支出 44,521

      その他の支出 52,373

    移転費用支出 5,820,303

      補助金等支出 3,822,452

      社会保障給付支出 1,176,071

      他会計への繰出支出 817,110

      その他の支出 4,670

  業務収入 10,021,723

    税収等収入 5,309,024

    国県等補助金収入 4,363,265

    使用料及び手数料収入 192,362

    その他の収入 157,072

  臨時支出 47,520

    災害復旧事業費支出 47,520

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 761,611

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,179,044

    公共施設等整備費支出 942,790

    基金積立金支出 229,293

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 6,961

    その他の支出 -

  投資活動収入 602,826

    国県等補助金収入 188,741

    基金取崩収入 224,768

    貸付金元金回収収入 15,598

    資産売却収入 173,719

    その他の収入 -

投資活動収支 -576,218

【財務活動収支】

  財務活動支出 826,422

    地方債償還支出 514,692

    その他の支出 311,729

  財務活動収入 825,656

    地方債発行収入 617,700

前年度末歳計外現金残高 7,156

本年度歳計外現金増減額 2,668

本年度末歳計外現金残高 9,825

本年度末現金預金残高 932,029

    その他の収入 207,956

財務活動収支 -766

本年度資金収支額 184,627

前年度末資金残高 737,578

本年度末資金残高 922,204


