
芳賀地区広域行政事務組合【一般会計等】 【様式第 1号】

（単位：千円） 

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】
  固定資産 15,826,841               固定負債 16,005,463              
    有形固定資産 13,284,338                 地方債 3,349,323                
      事業用資産 12,776,832                 長期未払金 11,447,163              
        土地 649,846                     退職手当引当金 1,208,977                
        立木竹 -                              損失補償等引当金 -                           
        建物 7,999,450                   その他 -                           
        建物減価償却累計額 -3,660,007               流動負債 364,350                  
        工作物 9,771,337                   １年内償還予定地方債 268,403                  
        工作物減価償却累計額 -1,987,681                 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 90,611                    
        航空機 -                              預り金 5,336                      
        航空機減価償却累計額 -                              その他 -                           
        その他 -                          負債合計 16,369,813              
        その他減価償却累計額 -                          【純資産の部】
        建設仮勘定 3,886                       固定資産等形成分 15,826,841              
      インフラ資産 63,315                     余剰分（不足分） -15,832,650             
        土地 -                          
        建物 -                          
        建物減価償却累計額 -                          
        工作物 234,064                 
        工作物減価償却累計額 -170,749                
        その他 -                          
        その他減価償却累計額 -                          
        建設仮勘定 -                          
      物品 1,598,341               
      物品減価償却累計額 -1,154,149             
    無形固定資産 10,109                   
      ソフトウェア 10,109                   
      その他 -                          
    投資その他の資産 2,532,394               
      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 234                       
      長期貸付金 -                          
      基金 2,532,173               
        減債基金 -                          
        その他 2,532,173               
      その他 -                          
      徴収不能引当金 -13                       
  流動資産 537,163                 
    現金預金 536,265                 
    未収金 950                       
    短期貸付金 -                          
    基金 -                          
      財政調整基金 -                          
      減債基金 -                          
    棚卸資産 -                          
    その他 -                          
    徴収不能引当金 -53                       純資産合計 -5,809                    
資産合計 16,364,004             負債及び純資産合計 16,364,004              

貸借対照表
（平成29年 3月31日）



芳賀地区広域行政事務組合【一般会計等】 【様式第 2号】

（単位：千円） 

純行政コスト -964,378                        

  臨時利益 281                               

    資産売却益 281                               

    その他 -                                   

    投資損失引当金繰入額 -                                   

    損失補償等引当金繰入額 -                                   

    その他 -                                   

  臨時損失 3,336                             

    災害復旧事業費 -                                   

    資産除売却損 3,336                             

    使用料及び手数料 4,065,893                       

    その他 182,701                          

純経常行政コスト -967,433                        

      他会計への繰出金 -                                   

      その他 2,116                             

  経常収益 4,248,594                       

    移転費用 331,244                          

      補助金等 329,128                          

      社会保障給付 -                                   

        支払利息 14,841                           

        徴収不能引当金繰入額 56                                 

        その他 7,399                             

        減価償却費 676,401                          

        その他 -                                   

      その他の業務費用 22,295                           

      物件費等 1,300,401                       

        物件費 522,516                          

        維持補修費 101,484                          

        賞与等引当金繰入額 90,611                           

        退職手当引当金繰入額 40,952                           

        その他 40,106                           

    業務費用 2,949,916                       

      人件費 1,627,220                       

        職員給与費 1,455,552                       

行政コスト計算書
自　平成28年 4月 1日

至　平成29年 3月31日

科目名 金額

  経常費用 3,281,160                       



芳賀地区広域行政事務組合【一般会計等】 【様式第 3号】

（単位：千円） 

科目名 合計
固定資産等

形成分
余剰分

(不足分)

前年度末純資産残高 -1,478,369.70     13,826,858          -15,305,228        

  純行政コスト（△） 964,378              964,378              

  財源 508,183              508,183              

    税収等 -                       -                       

    国県等補助金 508,183              508,183              

  本年度差額 1,472,561           1,472,561           

  固定資産等の変動（内部変動） 1,999,983           -1,999,983          

    有形固定資産等の増加 3,659,601           -3,659,601          

    有形固定資産等の減少 -1,930,958          1,930,958           

    貸付金・基金等の増加 272,698              -272,698            

    貸付金・基金等の減少 -1,358               1,358                 

  資産評価差額 -                       -                       

  無償所管換等 -                       -                       

  その他 -                       -                       -                       

  本年度純資産変動額 1,472,561           1,999,983           -527,422            

本年度末純資産残高 -5,809               15,826,841          -15,832,650        

純資産変動計算書
自　平成28年 4月 1日
至　平成29年 3月31日



芳賀地区広域行政事務組合【一般会計等】 【様式第 4号】

（単位：千円） 

本年度末歳計外現金残高 5,336                                   
本年度末現金預金残高 536,265                               

本年度末資金残高 530,929                               

前年度末歳計外現金残高 5,336                                   
本年度歳計外現金増減額 -                                        

財務活動収支 738,950                               
本年度資金収支額 -9,025                                 
前年度末資金残高 539,955                               

  財務活動収入 901,600                               
    地方債発行収入 901,600                               
    その他の収入 -                                        

  財務活動支出 162,650                               
    地方債償還支出 162,650                               
    その他の支出 -                                        

    その他の収入 -                                        

投資活動収支 -2,407,972                           
【財務活動収支】

    基金取崩収入 800                                     
    貸付金元金回収収入 -                                        
    資産売却収入 281                                     

    その他の支出 -                                        
  投資活動収入 1,081                                   
    国県等補助金収入 -                                        

    基金積立金支出 673                                     
    投資及び出資金支出 -                                        
    貸付金支出 -                                        

【投資活動収支】

  投資活動支出 2,409,053                             
    公共施設等整備費支出 2,408,379                             

    その他の支出 -                                        
  臨時収入 -                                        
業務活動収支 1,659,997                             

    その他の収入 182,661                               
  臨時支出 -                                        
    災害復旧事業費支出 -                                        

    税収等収入 -                                        
    国県等補助金収入 508,183                               
    使用料及び手数料収入 4,065,461                             

      他会計への繰出支出 -                                        
      その他の支出 2,116                                   

  業務収入 4,756,305                             

    移転費用支出 331,244                               
      補助金等支出 329,128                               
      社会保障給付支出 -                                        

      物件費等支出 1,160,905                             
      支払利息支出 14,841                                 
      その他の支出 1,539                                   

  業務支出 3,096,308                             
    業務費用支出 2,765,065                             
      人件費支出 1,587,779                             

資金収支計算書
自　平成28年 4月 1日
至　平成29年 3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】


