
【様式第1号】

自治体名：三郷町

会計：連結会計 （単位：千円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 46,138,082   固定負債 21,805,727

    有形固定資産 41,886,907     地方債等 13,832,765

      事業用資産 21,091,109     長期未払金 4,727

        土地 9,197,970     退職手当引当金 1,362,609

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 30,518,337     その他 6,605,627

        建物減価償却累計額 -20,089,619   流動負債 1,791,125

        工作物 4,230,412     １年内償還予定地方債等 858,932

        工作物減価償却累計額 -2,865,606     未払金 287,894

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 47,753

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 140,030

        航空機 -     預り金 52,586

        航空機減価償却累計額 -     その他 403,929

        その他 - 負債合計 23,596,852

        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 47,678,275

      インフラ資産 19,885,129   余剰分（不足分） -21,126,494

        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 2,645,975

      物品減価償却累計額 -1,735,307

    無形固定資産 2,055,067

      ソフトウェア 297,087

      その他 1,757,980

    投資その他の資産 2,196,108

      投資及び出資金 313,837

        有価証券 285,734

        出資金 28,103

        その他 -

      長期延滞債権 506,752

      長期貸付金 2,393

      基金 1,372,276

        減債基金 77,945

        その他 1,294,332

      その他 15,757

      徴収不能引当金 -14,907

  流動資産 4,010,551

    現金預金 1,932,299

    未収金 511,619

    短期貸付金 1,401

    基金 1,538,792

      財政調整基金 1,538,792

      減債基金 -

    棚卸資産 36,917

    その他 748

    徴収不能引当金 -11,224

  繰延資産 - 純資産合計 26,551,781

資産合計 50,148,633 負債及び純資産合計 50,148,633

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：連結会計 （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 18,859,863

    業務費用 6,414,142

      人件費 1,973,081

        職員給与費 1,602,581

        賞与等引当金繰入額 138,266

        退職手当引当金繰入額 4,268

        その他 227,966

      物件費等 4,083,242

        物件費 2,318,022

        維持補修費 147,094

        減価償却費 1,617,719

        その他 407

      その他の業務費用 357,819

        支払利息 117,335

        徴収不能引当金繰入額 23,101

        その他 217,383

    移転費用 12,445,721

      補助金等 7,780,167

      社会保障給付 4,581,073

      その他 13,958

  経常収益 1,586,234

    使用料及び手数料 904,154

    その他 682,080

純経常行政コスト 17,273,629

  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 37,716

    資産売却益 37,706

    その他 10

純行政コスト 17,871,370



【様式第3号】

自治体名：三郷町

会計：連結会計 （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 26,961,853 48,219,300 -21,257,447 -

  純行政コスト（△） -17,871,370 -17,871,370 -

  財源 17,474,607 17,474,607 -

    税収等 9,059,803 9,059,803 -

    国県等補助金 8,414,803 8,414,803 -

  本年度差額 -396,763 -396,763 -

  固定資産等の変動（内部変動） -784,372 784,372

    有形固定資産等の増加 1,491,495 -1,491,495

    有形固定資産等の減少 -2,333,712 2,333,712

    貸付金・基金等の増加 476,780 -476,780

    貸付金・基金等の減少 -418,934 418,934

  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 671 30,327 -29,656 -

  その他 -3,963 2,288 -6,251

  本年度純資産変動額 -410,072 -761,773 351,702 -

本年度末純資産残高 26,551,781 47,457,527 -20,905,746 -

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：連結会計 （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 16,968,785

    業務費用支出 4,664,878

      人件費支出 1,981,422

      物件費等支出 2,428,161

      支払利息支出 117,335

      その他の支出 137,960

    移転費用支出 12,303,907

      補助金等支出 7,780,167

      社会保障給付支出 4,581,073

      その他の支出 18,864

  業務収入 18,241,400

    税収等収入 8,675,188

    国県等補助金収入 8,230,935

    使用料及び手数料収入 881,699

    その他の収入 453,578

  臨時支出 48,345

    災害復旧事業費支出 47,520

    その他の支出 825

  臨時収入 1,168

業務活動収支 1,225,438

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,974,628

    公共施設等整備費支出 1,660,474

    基金積立金支出 307,186

    投資及び出資金支出 6

    貸付金支出 6,961

    その他の支出 -

  投資活動収入 821,775

    国県等補助金収入 324,724

    基金取崩収入 302,785

    貸付金元金回収収入 15,598

    資産売却収入 176,893

    その他の収入 1,775

投資活動収支 -1,152,852

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,091,098

    地方債等償還支出 775,549

    その他の支出 315,548

  財務活動収入 1,163,957

    地方債等発行収入 956,001

    その他の収入 207,956

前年度末歳計外現金残高 8,668

本年度歳計外現金増減額 2,489

本年度末歳計外現金残高 11,158

本年度末現金預金残高 1,932,299

財務活動収支 72,859

本年度資金収支額 145,445

前年度末資金残高 1,776,591

比例連結割合変更に伴う差額 -895

本年度末資金残高 1,921,141


