
【様式第１号】

貸借対照表
（令和 2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 6,185,809 固定負債 3,605,744 

有形固定資産 5,153,372 地方債 1,618,809 
事業用資産 4,718,556 長期未払金 - 

土地 1,554,067 退職手当引当金 986,936 
立木竹 - 損失補償等引当金 - 
建物 13,971,700 その他 1,000,000 
建物減価償却累計額 △ 11,472,933 流動負債 435,906 
工作物 2,900,538 １年内償還予定地方債 326,809 
工作物減価償却累計額 △ 2,259,015 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 101,395 
航空機 - 預り金 7,702 
航空機減価償却累計額 - その他 - 
その他 - 4,041,651 
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 24,200 固定資産等形成分 6,576,678 

インフラ資産 126,525 余剰分（不足分） △ 3,947,845 
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 1,398,074 
物品減価償却累計額 △ 1,089,783 

無形固定資産 1,102 
ソフトウェア 1,102 
その他 - 

投資その他の資産 1,031,335 
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 1,031,319 

減債基金 - 
その他 1,031,319 

その他 - 
徴収不能引当金 △ 6 

流動資産 484,675 
現金預金 78,836 
未収金 14,970 
短期貸付金 - 
基金 390,870 

財政調整基金 390,870 
減債基金 - 

棚卸資産 - 
その他 - 
徴収不能引当金 - 2,628,833 

6,670,484 6,670,484 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31年 4月 1日
至　令和 2年 3月31日

（単位：千円）

金額

経常費用 2,902,145 

業務費用 2,656,545 

人件費 1,259,188 

職員給与費 1,157,135 

賞与等引当金繰入額 101,395 

退職手当引当金繰入額 - 

その他 658 

物件費等 1,385,889 

物件費 683,763 

維持補修費 304,764 

減価償却費 396,474 

その他 888 

その他の業務費用 11,468 

支払利息 8,481 

徴収不能引当金繰入額 0 

その他 2,987 

移転費用 245,600 

補助金等 224,969 

社会保障給付 18,360 

他会計への繰出金 - 

その他 2,272 

経常収益 406,976 

使用料及び手数料 189,007 

その他 217,969 

純経常行政コスト 2,495,170 

臨時損失 0 

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 - 

臨時利益 408 

資産売却益 408 

その他 - 

純行政コスト 2,494,762 

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31年 4月 1日
至　令和 2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 2,500,449 6,902,040 △ 4,401,591 

純行政コスト（△） △ 2,494,762 △ 2,494,762 

財源 2,623,146 2,623,146 

税収等 2,607,054 2,607,054 

国県等補助金 16,092 16,092 

本年度差額 128,384 128,384 

固定資産等の変動（内部変動） △ 325,362 325,362 

有形固定資産等の増加 74,851 △ 74,851 

有形固定資産等の減少 △ 397,040 397,040 

貸付金・基金等の増加 34,296 △ 34,296 

貸付金・基金等の減少 △ 37,470 37,470 

資産評価差額 - - 

無償所管換等 - - 

その他 - - - 

本年度純資産変動額 128,384 △ 325,362 453,746 

本年度末純資産残高 2,628,833 6,576,678 △ 3,947,845 

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31年 4月 1日
至　令和 2年 3月31日

（単位：千円）

金額

【業務活動収支】
業務支出 2,499,839 

業務費用支出 2,254,239 
人件費支出 1,253,355 
物件費等支出 992,403 
支払利息支出 8,481 
その他の支出 - 

移転費用支出 245,600 
補助金等支出 224,969 
社会保障給付支出 18,360 
他会計への繰出支出 - 
その他の支出 2,272 

業務収入 2,847,859 
税収等収入 2,607,054 
国県等補助金収入 620 
使用料及び手数料収入 189,007 
その他の収入 51,178 

臨時支出 - 
災害復旧事業費支出 - 
その他の支出 - 

臨時収入 502 
業務活動収支 348,522 
【投資活動収支】

投資活動支出 109,148 
公共施設等整備費支出 74,851 
基金積立金支出 34,296 
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 38,444 
国県等補助金収入 - 
基金取崩収入 37,470 
貸付金元金回収収入 - 
資産売却収入 974 
その他の収入 - 

投資活動収支 △ 70,704 
【財務活動収支】

財務活動支出 315,293 
地方債償還支出 315,293 
その他の支出 - 

財務活動収入 44,100 
地方債発行収入 44,100 
その他の収入 - 

財務活動収支 △ 271,193 
本年度資金収支額 6,625 
前年度末資金残高 64,508 
本年度末資金残高 71,134 

前年度末歳計外現金残高 5,770 
本年度歳計外現金増減額 1,932 
本年度末歳計外現金残高 7,702 
本年度末現金預金残高 78,836 

科目

渋川地区広域市町村圏振興整備組合


