
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 15,017,740               固定負債 14,362,902              
    有形固定資産 12,779,489                 地方債 3,325,656                
      事業用資産 12,066,694                 長期未払金 10,911,526              
        土地 662,333                     退職手当引当金 125,721                  
        立木竹 -                              損失補償等引当金 -                           
        建物 8,002,517                   その他 -                           
        建物減価償却累計額 -3,938,328               流動負債 380,397                  
        工作物 9,768,128                   １年内償還予定地方債 278,168                  
        工作物減価償却累計額 -2,510,110                 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 96,893                    
        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 14,743,299              
        その他減価償却累計額 -                          【純資産の部】
        建設仮勘定 82,154                     固定資産等形成分 15,017,740              
      インフラ資産 58,577                     余剰分（不足分） -14,459,224             
        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 -175,487                
        その他 -                          
        その他減価償却累計額 -                          
        建設仮勘定 -                          
      物品 1,694,583               
      物品減価償却累計額 -1,040,365             
    無形固定資産 6,739                     
      ソフトウェア 6,739                     
      その他 -                          
    投資その他の資産 2,231,512               
      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 302                       
      長期貸付金 -                          
      基金 2,231,221               
        減債基金 -                          
        その他 2,231,221               
      その他 -                          
      徴収不能引当金 -11                       
  流動資産 284,075                 
    現金預金 283,270                 
    未収金 836                       
    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 -31                       純資産合計 558,516                  
資産合計 15,301,815             負債及び純資産合計 15,301,815              

貸借対照表
（平成30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） 

  経常費用 3,379,708                       

行政コスト計算書
自　平成29年 4月 1日

至　平成30年 3月31日

科目名 金額

    業務費用 3,091,561                       

      人件費 1,562,738                       

        職員給与費 1,430,610                       

        賞与等引当金繰入額 96,893                           

        退職手当引当金繰入額 -                                   

        その他 35,235                           

      物件費等 1,379,347                       

        物件費 526,940                          

        維持補修費 54,673                           

        減価償却費 797,735                          

        その他 -                                   

      その他の業務費用 149,476                          

        支払利息 16,989                           

        徴収不能引当金繰入額 -21                               

        その他 132,508                          

    移転費用 288,147                          

      補助金等 286,882                          

      社会保障給付 -                                   

      他会計への繰出金 -                                   

      その他 1,265                             

  経常収益 4,001,510                       

    使用料及び手数料 3,033,167                       

    その他 968,342                          

純経常行政コスト -621,802                        

  臨時損失 4,599                             

    災害復旧事業費 -                                   

    資産除売却損 4,599                             

    投資損失引当金繰入額 -                                   

    損失補償等引当金繰入額 -                                   

    その他 -                                   

純行政コスト -617,203                        

  臨時利益 -                                   

    資産売却益 -                                   

    その他 -                                   



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 -5,808.65           15,826,841          -15,832,650        

  純行政コスト（△） 617,203              617,203              

  財源 40,962               40,962               

    税収等 -                       -                       

    国県等補助金 40,962               40,962               

  本年度差額 658,164              658,164              

  固定資産等の変動（内部変動） -715,262            715,262              

    有形固定資産等の増加 612,456              -612,456            

    有形固定資産等の減少 -1,026,835          1,026,835           

    貸付金・基金等の増加 49,463               -49,463              

    貸付金・基金等の減少 -350,346            350,346              

  資産評価差額 -107,839            -107,839            

  無償所管換等 14,000               14,000               

  その他 -                       -                       -                       

  本年度純資産変動額 564,325              -809,101            1,373,426           

本年度末純資産残高 558,516              15,017,740          -14,459,224        

純資産変動計算書
自　平成29年 4月 1日
至　平成30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） 

  業務支出 3,111,348                             
    業務費用支出 2,823,201                             
      人件費支出 1,556,456                             

資金収支計算書
自　平成29年 4月 1日
至　平成30年 3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

    移転費用支出 288,147                               
      補助金等支出 286,882                               
      社会保障給付支出 -                                        

      物件費等支出 1,123,744                             
      支払利息支出 16,989                                 
      その他の支出 126,013                               

    税収等収入 -                                        
    国県等補助金収入 40,962                                 
    使用料及び手数料収入 3,033,211                             

      他会計への繰出支出 -                                        
      その他の支出 1,265                                   

  業務収入 3,230,641                             

    その他の支出 -                                        
  臨時収入 -                                        
業務活動収支 119,293                               

    その他の収入 156,469                               
  臨時支出 -                                        
    災害復旧事業費支出 -                                        

    基金積立金支出 48,510                                 
    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 436,465                               
    公共施設等整備費支出 387,955                               

    基金取崩収入 78,080                                 
    貸付金元金回収収入 -                                        
    資産売却収入 -                                        

    その他の支出 -                                        
  投資活動収入 78,080                                 
    国県等補助金収入 -                                        

  財務活動支出 292,203                               
    地方債償還支出 292,203                               
    その他の支出 -                                        

    その他の収入 -                                        

投資活動収支 -358,385                              
【財務活動収支】

財務活動収支 -13,903                               
本年度資金収支額 -252,995                              
前年度末資金残高 530,929                               

  財務活動収入 278,300                               
    地方債発行収入 278,300                               
    その他の収入 -                                        

本年度末歳計外現金残高 5,336                                   
本年度末現金預金残高 283,270                               

本年度末資金残高 277,934                               

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


