
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 14,299,540               固定負債 13,403,526              
    有形固定資産 12,163,785                 地方債 3,437,055                
      事業用資産 11,622,405                 長期未払金 9,775,158                
        土地 666,219                     退職手当引当金 191,313                  
        立木竹 -                              損失補償等引当金 -                           
        建物 8,402,784                   その他 -                           
        建物減価償却累計額 -4,273,976               流動負債 473,825                  
        工作物 10,130,599                 １年内償還予定地方債 362,348                  
        工作物減価償却累計額 -3,303,221                 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 111,477                  
        航空機 -                              預り金 -                           
        航空機減価償却累計額 -                              その他 -                           
        その他 -                          負債合計 13,877,351              
        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 14,299,540              
      インフラ資産 49,100                     余剰分（不足分） -13,589,137             
        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 -184,964                
        その他 -                          
        その他減価償却累計額 -                          
        建設仮勘定 -                          
      物品 1,701,644               
      物品減価償却累計額 -1,209,364             
    無形固定資産 39,232                   
      ソフトウェア 39,232                   
      その他 -                          
    投資その他の資産 2,096,523               
      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 299                       
      長期貸付金 -                          
      基金 2,096,233               
        減債基金 -                          
        その他 2,096,233               
      その他 -                          
      徴収不能引当金 -9                         
  流動資産 288,214                 
    現金預金 287,432                 
    未収金 806                       
    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 -24                       純資産合計 710,403                  
資産合計 14,587,754             負債及び純資産合計 14,587,754              

貸借対照表
（令和2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 3,541,736                       

行政コスト計算書

自　平成31年 4月 1日

至　令和2年 3月31日

科目名 金額

    業務費用 3,220,122                       

      人件費 1,697,865                       

        職員給与費 1,547,486                       

        賞与等引当金繰入額 111,477                          

        退職手当引当金繰入額 -                                   

        その他 38,902                           

      物件費等 1,474,927                       

        物件費 548,502                          

        維持補修費 63,781                           

        減価償却費 856,135                          

        その他 6,509                             

      その他の業務費用 47,330                           

        支払利息 15,746                           

        徴収不能引当金繰入額 11                                 

        その他 31,573                           

    移転費用 321,614                          

      補助金等 320,034                          

      社会保障給付 -                                   

      他会計への繰出金 -                                   

      その他 1,580                             

  経常収益 861,626                          

    使用料及び手数料 558,736                          

    その他 302,890                          

純経常行政コスト 2,680,110                       

  臨時損失 3,370                             

    災害復旧事業費 -                                   

    資産除売却損 3,370                             

    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 2,683,480                       

  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 348,427              14,604,029          -14,255,602        

  純行政コスト（△） -2,683,480          -                       -2,683,480          

  財源 3,045,456           3,045,456           

    税収等 2,918,274           2,918,274           

    国県等補助金 127,182              127,182              

  本年度差額 361,976              361,976              

  固定資産等の変動（内部変動） -304,489            304,489              

    有形固定資産等の増加 904,894              -904,894            

    有形固定資産等の減少 -1,186,635          1,186,635           

    貸付金・基金等の増加 1,392                 -1,392               

    貸付金・基金等の減少 -24,140              24,140               

  資産評価差額 -                       -                       

  無償所管換等 -                       -                       

  その他 -                       -                       -                       

  本年度純資産変動額 361,976              -304,489            666,465              

本年度末純資産残高 710,403              14,299,540          -13,589,137        

純資産変動計算書
自　平成31年 4月 1日
至　令和2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 3,271,178                             
    業務費用支出 2,949,564                             
      人件費支出 1,689,631                             

資金収支計算書
自　平成31年 4月 1日
至　令和2年 3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

    移転費用支出 321,614                               
      補助金等支出 320,034                               
      社会保障給付支出 -                                        

      物件費等支出 1,212,651                             
      支払利息支出 15,746                                 
      その他の支出 31,536                                 

    税収等収入 2,918,274                             
    国県等補助金収入 127,182                               
    使用料及び手数料収入 558,532                               

      他会計への繰出支出 -                                        
      その他の支出 1,580                                   

  業務収入 3,748,218                             

    その他の支出 -                                        
  臨時収入 -                                        
業務活動収支 477,040                               

    その他の収入 144,230                               
  臨時支出 -                                        
    災害復旧事業費支出 -                                        

    基金積立金支出 695                                     
    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 578,458                               
    公共施設等整備費支出 577,763                               

    基金取崩収入 23,485                                 
    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 23,485                                 
    国県等補助金収入 -                                        

  財務活動支出 347,652                               
    地方債償還支出 347,652                               
    その他の支出 -                                        

    その他の収入 -                                        

投資活動収支 -554,973                              
【財務活動収支】

財務活動収支 72,548                                 
本年度資金収支額 -5,385                                 
前年度末資金残高 292,817                               

  財務活動収入 420,200                               
    地方債発行収入 420,200                               
    その他の収入 -                                        

本年度末歳計外現金残高 -                                        
本年度末現金預金残高 287,432                               

本年度末資金残高 287,432                               

前年度末歳計外現金残高 11,267                                 
本年度歳計外現金増減額 -11,267                               


