
印旛郡市広域市町村圏事務組合　一般会計 【様式第 1号】 【様式第 2号】 【様式第 3号】 【様式第 4号】

（単位：千円） （単位：千円） （単位：千円） （単位：千円） 

科目名 金額 科目名 金額 科目名 合計
固定資産等

形成分
余剰分(不足分)

【資産の部】 【負債の部】 前年度末純資産残高 326,707             289,529             37,178              

  固定資産 278,231                  固定負債 -                            純行政コスト（△） -167,228           -167,228           

    有形固定資産 -                             地方債 -                            財源 178,971             178,971             

      事業用資産 -                             長期未払金 -                              税収等 172,927             172,927             

        土地 -                             退職手当引当金 -                              国県等補助金 6,044                6,044                

        立木竹 -                             損失補償等引当金 -                            本年度差額 11,743              11,743              

        建物 -                             その他 -                            固定資産等の変動（内部変動） 24,859              -24,859             

        建物減価償却累計額 -                           流動負債 7,989                        有形固定資産等の増加 -                      -                      

        工作物 -                             １年内償還予定地方債 -                              有形固定資産等の減少 -105                 105                  

        工作物減価償却累計額 -                             未払金 -                              貸付金・基金等の増加 24,964              -24,964             

        船舶 -                             未払費用 -                              貸付金・基金等の減少 -                      -                      

        船舶減価償却累計額 -                             前受金 -                            資産評価差額 -                      -                      

        浮標等 -                             前受収益 -                            無償所管換等 -                      -                      

        浮標等減価償却累計額 -                             賞与等引当金 6,348                      その他 -                      1                      -1                    

        航空機 -                             預り金 1,641                      本年度純資産変動額 11,743              24,860              -13,117             

        航空機減価償却累計額 -                             その他 -                          本年度末純資産残高 338,450             314,389             24,061              

        その他 -                         負債合計 7,989                    

        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 314,389                 

      インフラ資産 -                           余剰分（不足分） 24,061                   

        土地 -                         

        建物 -                         

        建物減価償却累計額 -                         

        工作物 -                         

        工作物減価償却累計額 -                         

        その他 -                         

        その他減価償却累計額 -                         

        建設仮勘定 -                         

      物品 4,047                    

      物品減価償却累計額 -4,047                  

    無形固定資産 15,210                  

      ソフトウェア 210                      

      その他 15,000                  

    投資その他の資産 263,021                

      投資及び出資金 36,000                  

        有価証券 -                         

        出資金 36,000                  

        その他 -                         

      投資損失引当金 -                         

      長期延滞債権 -                         

      長期貸付金 -                         

      基金 -                         

        減債基金 -                         

        その他 -                         

      その他 227,021                

      徴収不能引当金 -                         

  流動資産 68,208                  

    現金預金 32,050                  

    未収金 -                         

    短期貸付金 -                         

    基金 36,158                  

      財政調整基金 36,158                  

      減債基金 -                         

    棚卸資産 -                         

    その他 -                         

    徴収不能引当金 -                         純資産合計 338,450                 

資産合計 346,439                負債及び純資産合計 346,439                 

本年度末現金預金残高 32,050                     

前年度末歳計外現金残高 1,194                      
本年度歳計外現金増減額 447                         
本年度末歳計外現金残高 1,641                      

本年度資金収支額 -12,864                   
前年度末資金残高 43,273                     
本年度末資金残高 30,409                     

    地方債発行収入 -                            
    その他の収入 -                            
財務活動収支 -                            

    地方債償還支出 -                            
    その他の支出 -                            
  財務活動収入 -                            

投資活動収支 -21,639                   
【財務活動収支】

  財務活動支出 -                            

    その他 -                               資産売却収入 -                            
純行政コスト 167,228                      その他の収入 -                            

  臨時利益 -                               基金取崩収入 -                            
    資産売却益 -                               貸付金元金回収収入 -                            

    損失補償等引当金繰入額 -                             投資活動収入 -                            
    その他 -                               国県等補助金収入 -                            

    資産除売却損 -                               貸付金支出 -                            
    投資損失引当金繰入額 -                               その他の支出 -                            

  臨時損失 -                               基金積立金支出 21,639                     
    災害復旧事業費 -                               投資及び出資金支出 -                            

    その他 910                          投資活動支出 21,639                     
純経常行政コスト 167,228                      公共施設等整備費支出 -                            

  経常収益 910                        業務活動収支 8,775                      
    使用料及び手数料 -                           【投資活動収支】

      他会計への繰出金 -                               その他の支出 -                            
      その他 34                           臨時収入 -                            

      補助金等 7,027                        臨時支出 -                            
      社会保障給付 -                               災害復旧事業費支出 -                            

        その他 -                               使用料及び手数料収入 -                            
    移転費用 7,061                          その他の収入 910                         

        支払利息 -                               税収等収入 172,927                   
        徴収不能引当金繰入額 -                               国県等補助金収入 6,044                      

        その他 67                               その他の支出 34                          
      その他の業務費用 -                             業務収入 179,881                   

        維持補修費 127                              社会保障給付支出 -                            
        減価償却費 105                              他会計への繰出支出 -                            

      物件費等 71,775                        移転費用支出 7,061                      
        物件費 71,476                          補助金等支出 7,027                      

        退職手当引当金繰入額 -3,325                          支払利息支出 -                            
        その他 1,249                            その他の支出 -                            

        職員給与費 85,030                          人件費支出 92,375                     
        賞与等引当金繰入額 6,348                            物件費等支出 71,670                     

    業務費用 161,077                    業務支出 171,106                   
      人件費 89,302                        業務費用支出 164,045                   

至　平成29年 3月31日

科目名 金額 科目名 金額

  経常費用 168,138                  【業務活動収支】

貸借対照表 行政コスト計算書 純資産変動計算書 資金収支計算書

（平成29年 3月31日） 自　平成28年 4月 1日 自　平成28年 4月 1日 自　平成28年 4月 1日
至　平成29年 3月31日 至　平成29年 3月31日



印旛郡市広域市町村圏事務組合　全体会計 【様式第 1号】 【様式第 2号】 【様式第 3号】 【様式第 4号】

（単位：千円） （単位：千円） （単位：千円） （単位：千円） 

科目名 金額 科目名 金額 科目名 合計
固定資産等

形成分
余剰分(不足分)

【資産の部】 【負債の部】 前年度末純資産残高 13,066,226         18,420,878         -5,354,652         

  固定資産 19,053,331              固定負債 7,756,741                 純行政コスト（△） 292,084             292,084             

    有形固定資産 15,585,469                地方債 2,952,957                 財源 380,259             380,259             

      事業用資産 -                             長期未払金 194,170                     税収等 221,494             221,494             

        土地 -                             退職手当引当金 -                              国県等補助金 158,765             158,765             

        立木竹 -                             損失補償等引当金 -                            本年度差額 672,343             672,343             

        建物 -                             その他 4,609,614                 固定資産等の変動（内部変動） 668,611             -668,611           

        建物減価償却累計額 -                           流動負債 338,455                     有形固定資産等の増加 1,355,641           -1,355,641         

        工作物 -                             １年内償還予定地方債 231,267                     有形固定資産等の減少 -723,772           723,772             

        工作物減価償却累計額 -                             未払金 85,354                       貸付金・基金等の増加 36,742              -36,742             

        船舶 -                             未払費用 -                              貸付金・基金等の減少 -                      -                      

        船舶減価償却累計額 -                             前受金 -                            資産評価差額 -                      -                      

        浮標等 -                             前受収益 -                            無償所管換等 -                      -                      

        浮標等減価償却累計額 -                             賞与等引当金 20,192                     その他 186,898             -                      186,898             

        航空機 -                             預り金 1,642                      本年度純資産変動額 859,241             668,611             190,630             

        航空機減価償却累計額 -                             その他 -                          本年度末純資産残高 13,925,467         19,089,489         -5,164,022         

        その他 -                         負債合計 8,095,196               

        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 19,089,489             

      インフラ資産 14,051,358              余剰分（不足分） -5,164,022             

        土地 300,735                

        建物 295,775                

        建物減価償却累計額 -152,909               

        工作物 13,097,695            

        工作物減価償却累計額 -8,224,223            

        その他 -                         

        その他減価償却累計額 -                         

        建設仮勘定 8,734,285              

      物品 3,519,069              

      物品減価償却累計額 -1,984,958            

    無形固定資産 3,112,107              

      ソフトウェア 210                      

      その他 3,111,897              

    投資その他の資産 355,755                

      投資及び出資金 36,000                  

        有価証券 -                         

        出資金 36,000                  

        その他 -                         

      投資損失引当金 -                         

      長期延滞債権 -                         

      長期貸付金 -                         

      基金 -                         

        減債基金 -                         

        その他 -                         

      その他 319,755                

      徴収不能引当金 -                         

  流動資産 2,967,332              

    現金預金 2,094,520              

    未収金 835,741                

    短期貸付金 -                         

    基金 36,158                  

      財政調整基金 36,158                  

      減債基金 -                         

    棚卸資産 913                      

    その他 -                         

    徴収不能引当金 -                         純資産合計 13,925,467             

資産合計 22,020,663            負債及び純資産合計 22,020,663             

貸借対照表 行政コスト計算書 純資産変動計算書 資金収支計算書

（平成29年 3月31日） 自　平成28年 4月 1日 自　平成28年 4月 1日 自　平成28年 4月 1日
至　平成29年 3月31日 至　平成29年 3月31日 至　平成29年 3月31日

科目名 金額 科目名 金額

  経常費用 2,964,973                【業務活動収支】

    業務費用 2,916,589                  業務支出 2,292,726                 
      人件費 238,154                      業務費用支出 2,244,342                 
        職員給与費 222,307                        人件費支出 240,564                   
        賞与等引当金繰入額 17,923                          物件費等支出 1,969,822                 
        退職手当引当金繰入額 -3,325                          支払利息支出 33,666                     
        その他 1,249                            その他の支出 290                         
      物件費等 2,644,360                    移転費用支出 48,384                     
        物件費 1,908,602                      補助金等支出 48,316                     
        維持補修費 12,037                          社会保障給付支出 -                            
        減価償却費 723,654                        他会計への繰出支出 -                            
        その他 67                               その他の支出 68                          
      その他の業務費用 34,075                      業務収入 3,360,872                 
        支払利息 33,667                        税収等収入 176,502                   
        徴収不能引当金繰入額 -                               国県等補助金収入 6,044                      
        その他 408                            使用料及び手数料収入 3,176,109                 
    移転費用 48,384                        その他の収入 2,217                      
      補助金等 48,316                      臨時支出 -                            
      社会保障給付 -                               災害復旧事業費支出 -                            
      他会計への繰出金 -                               その他の支出 -                            
      その他 68                           臨時収入 11,777                     
  経常収益 3,245,280                業務活動収支 1,079,923                 
    使用料及び手数料 3,243,063                【投資活動収支】

    その他 2,217                        投資活動支出 1,383,245                 
純経常行政コスト -280,307                     公共施設等整備費支出 1,355,712                 
  臨時損失 -                               基金積立金支出 21,639                     
    災害復旧事業費 -                               投資及び出資金支出 -                            
    資産除売却損 -                               貸付金支出 -                            
    投資損失引当金繰入額 -                               その他の支出 5,894                      
    損失補償等引当金繰入額 -                             投資活動収入 173,954                   
    その他 -                               国県等補助金収入 164,954                   
  臨時利益 11,777                        基金取崩収入 -                            
    資産売却益 -                               貸付金元金回収収入 -                            
    その他 11,777                        資産売却収入 -                            
純行政コスト -292,084                     その他の収入 9,000                      

投資活動収支 -1,209,291               
【財務活動収支】

  財務活動支出 290,138                   
    地方債償還支出 278,168                   
    その他の支出 11,970                     
  財務活動収入 538,098                   
    地方債発行収入 351,200                   
    その他の収入 186,898                   
財務活動収支 247,960                   
本年度資金収支額 118,592                   
前年度末資金残高 1,974,287                 
本年度末資金残高 2,092,879                 

前年度末歳計外現金残高 1,194                      
本年度歳計外現金増減額 447                         
本年度末歳計外現金残高 1,641                      
本年度末現金預金残高 2,094,520                 



印旛郡市広域市町村圏事務組合　連結会計 【様式第 1号】 【様式第 2号】 【様式第 3号】 【様式第 4号】

（単位：千円） （単位：千円） （単位：千円） （単位：千円） 

科目名 金額 科目名 金額 科目名 合計
固定資産等

形成分
余剰分(不足分)

【資産の部】 【負債の部】 前年度末純資産残高 13,082,349         18,710,018         -5,627,669         

  固定資産 19,340,155              固定負債 8,029,449                 純行政コスト（△） 291,338             291,338             

    有形固定資産 15,596,670                地方債 2,952,957                 財源 380,333             380,333             

      事業用資産 11,188                      長期未払金 194,170                     税収等 221,568             221,568             

        土地 -                             退職手当引当金 272,708                     国県等補助金 158,765             158,765             

        立木竹 -                             損失補償等引当金 -                            本年度差額 671,671             671,671             

        建物 42,905                      その他 4,609,614                 固定資産等の変動（内部変動） 667,534             -667,534           

        建物減価償却累計額 -31,717                  流動負債 338,872                     有形固定資産等の増加 1,355,641           -1,355,641         

        工作物 -                             １年内償還予定地方債 231,267                     有形固定資産等の減少 -724,643           724,643             

        工作物減価償却累計額 -                             未払金 85,354                       貸付金・基金等の増加 36,745              -36,745             

        船舶 -                             未払費用 -                              貸付金・基金等の減少 -209                 209                  

        船舶減価償却累計額 -                             前受金 -                            資産評価差額 -                      -                      

        浮標等 -                             前受収益 -                            無償所管換等 -                      -                      

        浮標等減価償却累計額 -                             賞与等引当金 20,609                     その他 186,899             -1,239              188,138             

        航空機 -                             預り金 1,642                      本年度純資産変動額 858,570             666,295             192,275             

        航空機減価償却累計額 -                             その他 -                          本年度末純資産残高 13,940,919         19,376,313         -5,435,394         

        その他 -                         負債合計 8,368,321               

        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 19,376,313             

      インフラ資産 14,051,359              余剰分（不足分） -5,435,394             

        土地 300,736                

        建物 295,775                

        建物減価償却累計額 -152,909               

        工作物 13,097,695            

        工作物減価償却累計額 -8,224,223            

        その他 -                         

        その他減価償却累計額 -                         

        建設仮勘定 8,734,285              

      物品 3,519,396              

      物品減価償却累計額 -1,985,273            

    無形固定資産 3,112,107              

      ソフトウェア 210                      

      その他 3,111,897              

    投資その他の資産 631,378                

      投資及び出資金 36,000                  

        有価証券 -                         

        出資金 36,000                  

        その他 -                         

      投資損失引当金 -                         

      長期延滞債権 -                         　

      長期貸付金 -                         

      基金 595,378                

        減債基金 -                         

        その他 595,378                

      その他 -                         

      徴収不能引当金 -                         

  流動資産 2,969,085              

    現金預金 2,096,273              

    未収金 835,740                

    短期貸付金 -                         

    基金 36,158                  

      財政調整基金 36,158                  

      減債基金 -                         

    棚卸資産 914                      

    その他 -                         

    徴収不能引当金 -                         純資産合計 13,940,919             

資産合計 22,309,240            負債及び純資産合計 22,309,240             

貸借対照表 行政コスト計算書 純資産変動計算書 資金収支計算書

（平成29年 3月31日） 自　平成28年 4月 1日 自　平成28年 4月 1日 自　平成28年 4月 1日
至　平成29年 3月31日 至　平成29年 3月31日 至　平成29年 3月31日

科目名 金額 科目名 金額

  経常費用 2,975,089                【業務活動収支】

    業務費用 2,929,066                  業務支出 2,301,378                 
      人件費 244,954                      業務費用支出 2,255,355                 
        職員給与費 228,046                        人件費支出 246,770                   
        賞与等引当金繰入額 18,340                          物件費等支出 1,974,629                 
        退職手当引当金繰入額 -2,681                          支払利息支出 33,666                     
        その他 1,249                            その他の支出 290                         
      物件費等 2,650,038                    移転費用支出 46,023                     
        物件費 1,913,392                      補助金等支出 45,953                     
        維持補修費 12,036                          社会保障給付支出 -                            
        減価償却費 724,525                        他会計への繰出支出 -                            
        その他 85                               その他の支出 70                          
      その他の業務費用 34,074                      業務収入 3,370,316                 
        支払利息 33,666                        税収等収入 176,576                   
        徴収不能引当金繰入額 -                               国県等補助金収入 6,044                      
        その他 408                            使用料及び手数料収入 3,176,109                 
    移転費用 46,023                        その他の収入 11,587                     
      補助金等 45,953                      臨時支出 -                            
      社会保障給付 -                               災害復旧事業費支出 -                            
      他会計への繰出金 -                               その他の支出 -                            
      その他 70                           臨時収入 11,777                     
  経常収益 3,254,650                業務活動収支 1,080,715                 
    使用料及び手数料 3,243,063                【投資活動収支】

    その他 11,587                      投資活動支出 1,383,248                 
純経常行政コスト -279,561                     公共施設等整備費支出 1,355,712                 
  臨時損失 -                               基金積立金支出 21,642                     
    災害復旧事業費 -                               投資及び出資金支出 -                            
    資産除売却損 -                               貸付金支出 -                            
    投資損失引当金繰入額 -                               その他の支出 5,894                      
    損失補償等引当金繰入額 -                             投資活動収入 174,163                   
    その他 -                               国県等補助金収入 164,954                   
  臨時利益 11,777                        基金取崩収入 209                         
    資産売却益 -                               貸付金元金回収収入 -                            
    その他 11,777                        資産売却収入 -                            
純行政コスト -291,338                     その他の収入 9,000                      

投資活動収支 -1,209,085               
【財務活動収支】

  財務活動支出 290,137                   
    地方債償還支出 278,167                   
    その他の支出 11,970                     
  財務活動収入 538,098                   
    地方債発行収入 351,200                   
    その他の収入 186,898                   
財務活動収支 247,961                   
本年度資金収支額 119,591                   
前年度末資金残高 1,975,041                 
本年度末資金残高 2,094,632                 

本年度末現金預金残高 2,096,273                 

前年度末歳計外現金残高 1,194                      
本年度歳計外現金増減額 447                         
本年度末歳計外現金残高 1,641                      


