
【様式第１号】

貸借対照表
（平成31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 6,512,501 固定負債 4,055,245 

有形固定資産 5,475,056 地方債 1,901,518 
事業用資産 4,964,294 長期未払金 - 

土地 1,554,633 退職手当引当金 1,153,726 
立木竹 - 損失補償等引当金 - 
建物 13,959,369 その他 1,000,000 
建物減価償却累計額 △ 11,261,676 流動負債 416,625 
工作物 2,900,538 １年内償還予定地方債 315,293 
工作物減価償却累計額 △ 2,188,570 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 95,562 
航空機 - 預り金 5,770 
航空機減価償却累計額 - その他 - 
その他 - 4,471,870 
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 6,902,040 

インフラ資産 126,525 余剰分（不足分） △ 4,401,591 
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 1,374,146 
物品減価償却累計額 △ 989,909 

無形固定資産 1,606 
ソフトウェア 1,606 
その他 - 

投資その他の資産 1,035,839 
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 1,035,822 

減債基金 - 
その他 1,035,822 

その他 - 
徴収不能引当金 △ 6 

流動資産 459,818 
現金預金 70,278 
未収金 - 
短期貸付金 - 
基金 389,539 

財政調整基金 389,539 
減債基金 - 

棚卸資産 - 
その他 - 
徴収不能引当金 - 2,500,449 

6,972,319 6,972,319 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30年 4月 1日

至　平成31年 3月31日

（単位：千円）

金額

経常費用 3,037,158 

業務費用 2,747,268 

人件費 1,322,350 

職員給与費 1,181,761 

賞与等引当金繰入額 95,562 

退職手当引当金繰入額 44,326 

その他 701 

物件費等 1,411,270 

物件費 735,356 

維持補修費 270,626 

減価償却費 405,288 

その他 - 

その他の業務費用 13,648 

支払利息 9,731 

徴収不能引当金繰入額 0 

その他 3,917 

移転費用 289,890 

補助金等 270,519 

社会保障給付 16,670 

他会計への繰出金 - 

その他 2,701 

経常収益 256,530 

使用料及び手数料 193,849 

その他 62,681 

純経常行政コスト △ 2,780,629 

臨時損失 60 

災害復旧事業費 - 

資産除売却損 60 

投資損失引当金繰入額 - 

損失補償等引当金繰入額 - 

その他 - 

臨時利益 2,685 

資産売却益 2,685 

その他 - 

純行政コスト △ 2,778,004 

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30年 4月 1日

至　平成31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 2,620,757 7,186,633 △ 4,565,876 

純行政コスト（△） △ 2,778,004 △ 2,778,004 

財源 2,688,702 2,688,702 

税収等 2,673,120 2,673,120 

国県等補助金 15,582 15,582 

本年度差額 △ 89,302 △ 89,302 

固定資産等の変動（内部変動） △ 253,586 253,586 

有形固定資産等の増加 114,355 △ 114,355 

有形固定資産等の減少 △ 405,288 405,288 

貸付金・基金等の増加 45,412 △ 45,412 

貸付金・基金等の減少 △ 8,065 8,065 

資産評価差額 - - 

無償所管換等 △ 31,006 △ 31,006 

その他 - - - 

本年度純資産変動額 △ 120,308 △ 284,593 164,285 

本年度末純資産残高 2,500,449 6,902,040 △ 4,401,591 

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30年 4月 1日

至　平成31年 3月31日

（単位：千円）

金額

【業務活動収支】

業務支出 2,585,999 

業務費用支出 2,296,109 

人件費支出 1,276,419 

物件費等支出 1,009,014 

支払利息支出 9,731 

その他の支出 945 

移転費用支出 289,890 

補助金等支出 270,519 

社会保障給付支出 16,670 

他会計への繰出支出 - 

その他の支出 2,701 

業務収入 2,930,300 

税収等収入 2,673,120 

国県等補助金収入 650 

使用料及び手数料収入 193,849 

その他の収入 62,681 

臨時支出 - 

災害復旧事業費支出 - 

その他の支出 - 

臨時収入 - 

業務活動収支 344,301 

【投資活動収支】

投資活動支出 159,767 

公共施設等整備費支出 114,355 

基金積立金支出 45,412 

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 25,682 

国県等補助金収入 14,932 

基金取崩収入 8,065 

貸付金元金回収収入 - 

資産売却収入 2,685 

その他の収入 - 

投資活動収支 △ 134,085 

【財務活動収支】

財務活動支出 320,314 

地方債償還支出 320,314 

その他の支出 - 

財務活動収入 88,400 

地方債発行収入 88,400 

その他の収入 - 

財務活動収支 △ 231,914 

本年度資金収支額 △ 21,698 

前年度末資金残高 86,207 

本年度末資金残高 64,508 

前年度末歳計外現金残高 5,453 

本年度歳計外現金増減額 317 

本年度末歳計外現金残高 5,770 

本年度末現金預金残高 70,278 

科目

渋川地区広域市町村圏振興整備組合


