
【様式第１号】

貸借対照表
（令和 3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 6,064,261 固定負債 3,433,252 

有形固定資産 5,034,211 地方債 1,584,268 
事業用資産 4,587,288 長期未払金 - 

土地 1,562,267 退職手当引当金 848,984 
立木竹 - 損失補償等引当金 - 
建物 13,972,738 その他 1,000,000 
建物減価償却累計額 △ 11,685,017 流動負債 389,494 
工作物 2,901,211 １年内償還予定地方債 280,141 
工作物減価償却累計額 △ 2,329,461 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 102,815 
航空機 - 預り金 6,538 
航空機減価償却累計額 - その他 - 
その他 - 3,822,746 
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 165,550 固定資産等形成分 6,445,856 

インフラ資産 126,525 余剰分（不足分） △ 3,683,787 
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 1,423,306 
物品減価償却累計額 △ 1,102,908 

無形固定資産 734 
ソフトウェア 734 
その他 - 

投資その他の資産 1,029,316 
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 - 
長期貸付金 - 
基金 1,029,316 

減債基金 - 
その他 1,029,316 

その他 - 
徴収不能引当金 - 

流動資産 520,554 
現金預金 138,959 
未収金 - 
短期貸付金 - 
基金 381,595 

財政調整基金 381,595 
減債基金 - 

棚卸資産 - 
その他 - 
徴収不能引当金 - 2,762,069 

6,584,815 6,584,815 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　令和 2年 4月 1日
至　令和 3年 3月31日

（単位：千円）

金額

経常費用 2,919,480 

業務費用 2,660,209 

人件費 1,271,826 

職員給与費 1,165,448 

賞与等引当金繰入額 102,815 

退職手当引当金繰入額 - 

その他 3,563 

物件費等 1,362,129 

物件費 669,734 

維持補修費 308,666 

減価償却費 383,729 

その他 - 

その他の業務費用 26,254 

支払利息 7,274 

徴収不能引当金繰入額 - 

その他 18,980 

移転費用 259,270 

補助金等 236,594 

社会保障給付 20,435 

他会計への繰出金 - 

その他 2,241 

経常収益 357,222 

使用料及び手数料 178,800 

その他 178,422 

純経常行政コスト 2,562,258 

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 2,805 

資産売却益 2,805 

その他 - 

純行政コスト 2,559,453 

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　令和 2年 4月 1日
至　令和 3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 2,628,833 6,576,678 △ 3,947,845 

純行政コスト（△） △ 2,559,453 △ 2,559,453 

財源 2,690,978 2,690,978 

税収等 2,674,686 2,674,686 

国県等補助金 16,292 16,292 

本年度差額 131,525 131,525 

固定資産等の変動（内部変動） △ 132,533 132,533 

有形固定資産等の増加 262,490 △ 262,490 

有形固定資産等の減少 △ 383,729 383,729 

貸付金・基金等の増加 34,170 △ 34,170 

貸付金・基金等の減少 △ 45,464 45,464 

資産評価差額 - - 

無償所管換等 1,711 1,711 

その他 - - - 

本年度純資産変動額 133,236 △ 130,822 264,058 

本年度末純資産残高 2,762,069 6,445,856 △ 3,683,787 

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　令和 2年 4月 1日
至　令和 3年 3月31日

（単位：千円）

金額

【業務活動収支】
業務支出 2,519,346 

業務費用支出 2,260,076 
人件費支出 1,270,406 
物件費等支出 978,400 
支払利息支出 7,274 
その他の支出 3,996 

移転費用支出 259,270 
補助金等支出 236,594 
社会保障給付支出 20,435 
他会計への繰出支出 - 
その他の支出 2,241 

業務収入 2,895,281 
税収等収入 2,674,686 
国県等補助金収入 1,322 
使用料及び手数料収入 178,802 
その他の収入 40,470 

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 375,935 
【投資活動収支】

投資活動支出 296,654 
公共施設等整備費支出 262,490 
基金積立金支出 34,163 
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 63,216 
国県等補助金収入 14,970 
基金取崩収入 45,441 
貸付金元金回収収入 - 
資産売却収入 2,805 
その他の収入 - 

投資活動収支 △ 233,438 
【財務活動収支】

財務活動支出 326,809 
地方債償還支出 326,809 
その他の支出 - 

財務活動収入 245,600 
地方債発行収入 245,600 
その他の収入 - 

財務活動収支 △ 81,209 
本年度資金収支額 61,287 
前年度末資金残高 71,134 
本年度末資金残高 132,421 

前年度末歳計外現金残高 7,702 
本年度歳計外現金増減額 △ 1,164 
本年度末歳計外現金残高 6,538 
本年度末現金預金残高 138,959 

科目

渋川地区広域市町村圏振興整備組合


