
【様式第1号】

自治体名：三郷町

会計：全体会計 （単位：千円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 44,243,393   固定負債 21,220,670

    有形固定資産 41,400,774     地方債等 13,702,068

      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 6,496,159

        建物減価償却累計額 -19,642,699   流動負債 1,554,134

        工作物 1,809,152     １年内償還予定地方債等 837,821

        工作物減価償却累計額 -559,132     未払金 277,910

        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 122,612

        航空機 -     預り金 45,035

        航空機減価償却累計額 -     その他 270,757

        その他 - 負債合計 22,774,804

        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 45,695,081

      インフラ資産 19,885,129   余剰分（不足分） -20,845,059

        土地 5,693,651   他団体出資等分 -

        建物 857,180

        建物減価償却累計額 -334,697

        工作物 24,845,093

        工作物減価償却累計額 -11,462,534

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 286,437

      物品 2,398,034

      物品減価償却累計額 -1,542,493

    無形固定資産 1,371,226

      ソフトウェア 295,568

      その他 1,075,657

    投資その他の資産 1,471,394

      投資及び出資金 215,052

        有価証券 100,664

        出資金 114,388

        その他 -

      長期延滞債権 506,095

      長期貸付金 2,156

      基金 762,920

        減債基金 77,945

        その他 684,975

      その他 -

      徴収不能引当金 -14,829

  流動資産 3,381,433

    現金預金 1,430,734

    未収金 507,137

    短期貸付金 1,401

    基金 1,450,287

      財政調整基金 1,450,287

      減債基金 -

    棚卸資産 3,074

    その他 -

    徴収不能引当金 -11,199

  繰延資産 - 純資産合計 24,850,022

資産合計 47,624,826 負債及び純資産合計 47,624,826

連結貸借対照表
（令和3年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：三郷町

会計：全体会計 （単位：千円）

連結行政コスト計算書
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 15,474,713

    業務費用 5,691,351

      人件費 1,616,920

        職員給与費 1,283,523

        賞与等引当金繰入額 120,847

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 212,550

      物件費等 3,854,406

        物件費 2,151,949

        維持補修費 139,896

        減価償却費 1,562,561

        その他 -

      その他の業務費用 220,025

        支払利息 116,341

        徴収不能引当金繰入額 22,998

        その他 80,686

    移転費用 9,783,362

      補助金等 8,518,679

      社会保障給付 1,183,815

      その他 10,344

  経常収益 1,303,857

    使用料及び手数料 896,123

    その他 407,733

純経常行政コスト 14,170,856

  臨時損失 635,457

    災害復旧事業費 47,520

    資産除売却損 587,474

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 463

  臨時利益 37,483

    資産売却益 37,478

    その他 5

純行政コスト 14,768,829



【様式第3号】

自治体名：三郷町

会計：全体会計 （単位：千円）

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 25,363,773 46,225,344 -20,861,572 -

  純行政コスト（△） -14,768,829 -14,768,829 -

  財源 14,265,064 14,265,064 -

    税収等 7,356,434 7,356,434 -

    国県等補助金 6,908,630 6,908,630 -

  本年度差額 -503,765 -503,765 -

  固定資産等の変動（内部変動） -741,025 741,025

    有形固定資産等の増加 1,474,627 -1,474,627

    有形固定資産等の減少 -2,278,554 2,278,554

    貸付金・基金等の増加 380,938 -380,938

    貸付金・基金等の減少 -318,037 318,037

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -10,017 -10,017

  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 31 31 -

  本年度純資産変動額 -513,751 -751,011 237,260 -

本年度末純資産残高 24,850,022 45,474,333 -20,624,311 -

連結純資産変動計算書
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：全体会計 （単位：千円）

連結資金収支計算書
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 13,723,104

    業務費用支出 4,081,392

      人件費支出 1,619,118

      物件費等支出 2,252,578

      支払利息支出 116,341

      その他の支出 93,354

    移転費用支出 9,641,713

      補助金等支出 8,518,679

      社会保障給付支出 1,183,815

      その他の支出 15,415

  業務収入 14,769,137

    税収等収入 6,971,878

    国県等補助金収入 6,725,563

    使用料及び手数料収入 873,669

    その他の収入 198,028

  臨時支出 47,983

    災害復旧事業費支出 47,520

    その他の支出 463

  臨時収入 5

業務活動収支 998,056

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,880,231

    公共施設等整備費支出 1,643,749

    基金積立金支出 229,522

    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 753,530

    国県等補助金収入 324,724

    基金取崩収入 234,768

    貸付金元金回収収入 15,598

    資産売却収入 176,665

    その他の収入 1,775

投資活動収支 -1,126,701

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,067,356

    地方債等償還支出 755,505

    その他の支出 311,851

  財務活動収入 1,162,056

    地方債等発行収入 954,100

    その他の収入 207,956

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 1,430,734

財務活動収支 94,700

本年度資金収支額 -33,946

前年度末資金残高 1,454,855

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 1,420,909


