
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 15,951,124               固定負債 15,229,445              
    有形固定資産 12,841,174                 地方債 3,325,656                
      事業用資産 12,081,755                 長期未払金 10,911,526              
        土地 662,333                     退職手当引当金 992,263                  
        立木竹 -                              損失補償等引当金 -                           
        建物 8,370,492                   その他 -                           
        建物減価償却累計額 -4,291,301               流動負債 380,594                  
        工作物 9,863,820                   １年内償還予定地方債 278,168                  
        工作物減価償却累計額 -2,605,742                 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 97,051                    
        航空機 -                              預り金 5,375                      
        航空機減価償却累計額 -                              その他 -                           
        その他 -                          負債合計 15,610,038              
        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 15,951,219              
      インフラ資産 58,577                     余剰分（不足分） -15,317,219             
        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 1,752,863               
      物品減価償却累計額 -1,052,021             
    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 3,103,211               
      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 3,102,920               
        減債基金 -                          
        その他 3,102,920               
      その他 -                          
      徴収不能引当金 -11                       
  流動資産 292,915                 
    現金預金 292,014                 
    未収金 836                       
    短期貸付金 -                          
    基金 95                         
      財政調整基金 95                         
      減債基金 -                          
    棚卸資産 -                          
    その他 -                          
    徴収不能引当金 -31                       純資産合計 634,001                  
資産合計 16,244,039             負債及び純資産合計 16,244,039              

貸借対照表
（平成30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） 

  経常費用 3,403,309                       

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 3,113,144                       

      人件費 1,564,455                       

        職員給与費 1,432,159                       

        賞与等引当金繰入額 97,051                           

        退職手当引当金繰入額 -                                   

        その他 35,244                           

      物件費等 1,399,116                       

        物件費 537,092                          

        維持補修費 56,546                           

        減価償却費 805,478                          

        その他 -                                   

      その他の業務費用 149,573                          

        支払利息 16,989                           

        徴収不能引当金繰入額 -21                               

        その他 132,605                          

    移転費用 290,165                          

      補助金等 288,889                          

      社会保障給付 8                                   

      他会計への繰出金 -                                   

      その他 1,268                             

  経常収益 4,019,937                       

    使用料及び手数料 3,046,656                       

    その他 973,281                          

純経常行政コスト -616,628                        

  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 -612,029                        

  臨時利益 -                                   

    資産売却益 -                                   

    その他 -                                   



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 74,850               15,900,151          -15,825,301        

  純行政コスト（△） 612,029              612,029              

  財源 40,962               40,962               

    税収等 -                       -                       

    国県等補助金 40,962               40,962               

  本年度差額 652,990              652,990              

  固定資産等の変動（内部変動） 144,908              -144,908            

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

    有形固定資産等の減少 -1,034,578          1,034,578           

    貸付金・基金等の増加 917,486              -917,486            

    貸付金・基金等の減少 -350,455            350,455              

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

  無償所管換等 14,000               14,000               

  その他 0                       0                       -                       

  本年度純資産変動額 559,151              51,069               508,082              

本年度末純資産残高 634,001              15,951,219          -15,317,219        

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



芳賀地区広域事務組合＿連結 【様式第 4号】

（単位：千円） 

  業務支出 3,127,203                             
    業務費用支出 2,837,038                             
      人件費支出 1,558,169                             

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 290,165                               
      補助金等支出 288,889                               
      社会保障給付支出 8                                        

      物件費等支出 1,135,867                             
      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 3,046,699                             

      他会計への繰出支出 -                                        
      その他の支出 1,268                                   

  業務収入 3,249,068                             

    その他の支出 -                                        
  臨時収入 -                                        
業務活動収支 121,865                               

    その他の収入 161,408                               
  臨時支出 -                                        
    災害復旧事業費支出 -                                        

    基金積立金支出 49,903                                 
    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 437,858                               
    公共施設等整備費支出 387,955                               

    基金取崩収入 78,102                                 
    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 78,102                                 
    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 -359,756                              
【財務活動収支】

財務活動収支 -13,903                               
本年度資金収支額 -251,794                              
前年度末資金残高 538,433                               

  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 5,375                                   
本年度末現金預金残高 292,014                               

本年度末資金残高 286,640                               

前年度末歳計外現金残高 5,358                                   
本年度歳計外現金増減額 17                                       


