
【様式第１号】

貸借対照表
（平成30年 3月31日現在）

（単位：千円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 6,837,620 固定負債 4,237,811 

有形固定資産 5,796,491 地方債 2,128,411 
事業用資産 5,244,337 長期未払金 - 

土地 1,553,589 退職手当引当金 1,109,400 
立木竹 - 損失補償等引当金 - 
建物 13,957,900 その他 1,000,000 
建物減価償却累計額 △ 11,049,725 流動負債 419,725 
工作物 2,900,538 １年内償還予定地方債 320,314 
工作物減価償却累計額 △ 2,117,964 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 93,957 
航空機 - 預り金 5,453 
航空機減価償却累計額 - その他 - 
その他 - 4,657,536 
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 - 固定資産等形成分 7,186,633 

インフラ資産 126,525 余剰分（不足分） △ 4,565,876 
土地 126,525 
建物 - 
建物減価償却累計額 - 
工作物 44,297 
工作物減価償却累計額 △ 44,297 
その他 - 
その他減価償却累計額 - 
建設仮勘定 - 

物品 1,355,342 
物品減価償却累計額 △ 929,713 

無形固定資産 2,111 
ソフトウェア 2,111 
その他 - 

投資その他の資産 1,039,018 
投資及び出資金 - 

有価証券 - 
出資金 - 
その他 - 

投資損失引当金 - 
長期延滞債権 23 
長期貸付金 - 
基金 1,039,001 

減債基金 - 
その他 1,039,001 

その他 - 
徴収不能引当金 △ 6 

流動資産 440,673 
現金預金 91,660 
未収金 - 
短期貸付金 - 
基金 349,013 

財政調整基金 349,013 
減債基金 - 

棚卸資産 - 
その他 - 
徴収不能引当金 - 2,620,757 

7,278,293 7,278,293 資産合計

負債合計

純資産合計

負債及び純資産合計

渋川地区広域市町村圏振興整備組合



【様式第２号】

行政コスト計算書
自　平成29年 4月 1日

至　平成30年 3月31日

（単位：千円）

金額

経常費用 2,829,378 

業務費用 2,701,927 

人件費 1,273,499 

職員給与費 1,159,150 

賞与等引当金繰入額 93,957 

退職手当引当金繰入額 19,696 

その他 696 

物件費等 1,413,582 

物件費 747,068 

維持補修費 254,418 

減価償却費 412,096 

その他 - 

その他の業務費用 14,847 

支払利息 11,017 

徴収不能引当金繰入額 0 

その他 3,829 

移転費用 127,451 

補助金等 108,315 

社会保障給付 16,620 

他会計への繰出金 - 

その他 2,516 

経常収益 257,100 

使用料及び手数料 198,790 

その他 58,310 

純経常行政コスト △ 2,572,278 

臨時損失 1,044 

災害復旧事業費 - 

資産除売却損 0 

投資損失引当金繰入額 - 

損失補償等引当金繰入額 - 

その他 1,044 

臨時利益 15,805 

資産売却益 1,719 

その他 14,086 

純行政コスト △ 2,557,517 

科目

渋川地区広域市町村圏振興整備組合



【様式第３号】

純資産変動計算書
自　平成29年 4月 1日

至　平成30年 3月31日

（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 2,592,428 7,410,043 △ 4,817,614 

純行政コスト（△） △ 2,557,517 △ 2,557,517 

財源 2,585,846 2,585,846 

税収等 2,567,119 2,567,119 

国県等補助金 18,727 18,727 

本年度差額 28,329 28,329 

固定資産等の変動（内部変動） △ 223,410 223,410 

有形固定資産等の増加 172,106 △ 172,106 

有形固定資産等の減少 △ 412,096 412,096 

貸付金・基金等の増加 54,182 △ 54,182 

貸付金・基金等の減少 △ 37,601 37,601 

資産評価差額 - - 

無償所管換等 - - 

その他 - - - 

本年度純資産変動額 28,329 △ 223,410 251,739 

本年度末純資産残高 2,620,757 7,186,633 △ 4,565,876 

科目 合計

渋川地区広域市町村圏振興整備組合



【様式第４号】

資金収支計算書
自　平成29年 4月 1日

至　平成30年 3月31日

（単位：千円）

金額

【業務活動収支】

業務支出 2,524,893 

業務費用支出 2,397,442 

人件費支出 1,381,110 

物件費等支出 1,004,460 

支払利息支出 11,017 

その他の支出 855 

移転費用支出 127,451 

補助金等支出 108,315 

社会保障給付支出 16,620 

他会計への繰出支出 - 

その他の支出 2,516 

業務収入 2,825,266 

税収等収入 2,567,119 

国県等補助金収入 1,047 

使用料及び手数料収入 198,790 

その他の収入 58,310 

臨時支出 1,044 

災害復旧事業費支出 - 

その他の支出 1,044 

臨時収入 14,086 

業務活動収支 313,415 

【投資活動収支】

投資活動支出 226,288 

公共施設等整備費支出 172,106 

基金積立金支出 54,182 

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 57,000 

国県等補助金収入 17,680 

基金取崩収入 37,601 

貸付金元金回収収入 - 

資産売却収入 1,719 

その他の収入 - 

投資活動収支 △ 169,288 

【財務活動収支】

財務活動支出 286,790 

地方債償還支出 286,790 

その他の支出 - 

財務活動収入 88,800 

地方債発行収入 88,800 

その他の収入 - 

財務活動収支 △ 197,990 

本年度資金収支額 △ 53,862 

前年度末資金残高 140,069 

本年度末資金残高 86,207 

前年度末歳計外現金残高 5,739 

本年度歳計外現金増減額 △ 285 

本年度末歳計外現金残高 5,453 

本年度末現金預金残高 91,660 

科目

渋川地区広域市町村圏振興整備組合


