
芳賀地区広域事務組合【連結】 【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 15,900,070               固定負債 16,005,463              
    有形固定資産 13,353,767                 地方債 3,349,323                
      事業用資産 12,793,808                 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 8,367,425                   その他 -                           
        建物減価償却累計額 -4,011,105               流動負債 364,526                  
        工作物 9,867,029                   １年内償還予定地方債 268,403                  
        工作物減価償却累計額 -2,083,273                 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 90,766                    
        航空機 -                              預り金 5,358                      
        航空機減価償却累計額 -                              その他 -                           
        その他 -                          負債合計 16,369,989              
        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 15,900,151              
      インフラ資産 63,315                     余剰分（不足分） -15,825,301             
        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 1,656,620               
      物品減価償却累計額 -1,159,977             
    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 2,536,195               
      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 2,535,974               
        減債基金 -                          
        その他 2,535,974               
      その他 -                          
      徴収不能引当金 -13                       
  流動資産 544,769                 
    現金預金 543,791                 
    未収金 950                       
    短期貸付金 -                          
    基金 81                         
      財政調整基金 81                         
      減債基金 -                          
    棚卸資産 -                          
    その他 -                          
    徴収不能引当金 -53                       純資産合計 74,850                    
資産合計 16,444,839             負債及び純資産合計 16,444,839              

貸借対照表
（平成29年 3月31日）



芳賀地区広域事務組合【連結】 【様式第 2号】

（単位：千円） 

純行政コスト -957,213                        

  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 4,077,568                       

    その他 187,673                          

純経常行政コスト -960,268                        

      他会計への繰出金 -                                   

      その他 2,120                             

  経常収益 4,265,240                       

    移転費用 333,786                          

      補助金等 331,666                          

      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 7,497                             

        減価償却費 684,144                          

        その他 -                                   

      その他の業務費用 22,394                           

      物件費等 1,319,767                       

        物件費 532,314                          

        維持補修費 103,309                          

        賞与等引当金繰入額 90,766                           

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

        その他 40,116                           

    業務費用 2,971,186                       

      人件費 1,629,025                       

        職員給与費 1,457,191                       

  経常費用 3,304,972                       

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



芳賀地区広域事務組合【連結】 【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 -1,390,751          13,907,149          -15,297,899        

  純行政コスト（△） 957,213              957,213              

  財源 508,387              508,387              

    税収等 204                   204                   

    国県等補助金 508,183              508,183              

  本年度差額 1,465,600           1,465,600           

  固定資産等の変動（内部変動） 1,993,002           -1,993,002          

    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 -1,938,702          1,938,702           

    貸付金・基金等の増加 274,091              -274,091            

    貸付金・基金等の減少 -1,988               1,988                 

  資産評価差額 -                       -                       

  無償所管換等 -                       -                       

  その他 0                       -                       -0                     

  本年度純資産変動額 1,465,600           1,993,002           -527,402            

本年度末純資産残高 74,850               15,900,151          -15,825,301        

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



芳賀地区広域事務組合【連結】 【様式第 4号】

（単位：千円） 

本年度末歳計外現金残高 5,358                                   
本年度末現金預金残高 543,791                               

本年度末資金残高 538,433                               

前年度末歳計外現金残高 5,346                                   
本年度歳計外現金増減額 12                                       

財務活動収支 738,950                               
本年度資金収支額 -9,012                                 
前年度末資金残高 547,445                               

  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 -2,408,734                           
【財務活動収支】

    基金取崩収入 1,431                                   
    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 1,712                                   
    国県等補助金収入 -                                        

    基金積立金支出 2,067                                   
    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 2,410,446                             
    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 1,660,773                             

    その他の収入 187,634                               
  臨時支出 -                                        
    災害復旧事業費支出 -                                        

    税収等収入 204                                     
    国県等補助金収入 508,183                               
    使用料及び手数料収入 4,077,135                             

      他会計への繰出支出 -                                        
      その他の支出 2,120                                   

  業務収入 4,773,156                             

    移転費用支出 333,786                               
      補助金等支出 331,666                               
      社会保障給付支出 -                                        

      物件費等支出 1,172,627                             
      支払利息支出 14,841                                 
      その他の支出 1,539                                   

  業務支出 3,112,384                             
    業務費用支出 2,778,597                             
      人件費支出 1,589,590                             

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】


