
芳賀地区広域行政事務組合＿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 15,532,275               固定負債 14,584,041              
    有形固定資産 12,210,004                 地方債 3,437,056                
      事業用資産 11,633,656                 長期未払金 9,775,158                
        土地 666,219                     退職手当引当金 1,371,827                
        立木竹 -                              損失補償等引当金 -                           
        建物 8,770,759                   その他 -                           
        建物減価償却累計額 -4,630,700               流動負債 473,986                  
        工作物 10,226,291                 １年内償還予定地方債 362,348                  
        工作物減価償却累計額 -3,398,913                 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 111,626                  
        航空機 -                              預り金 12                          
        航空機減価償却累計額 -                              その他 -                           
        その他 -                          負債合計 15,058,027              
        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 15,532,394              
      インフラ資産 49,100                     余剰分（不足分） -14,761,858             
        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 1,759,924               
      物品減価償却累計額 -1,232,676             
    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 3,283,039               
      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 3,282,749               
        減債基金 -                          
        その他 3,282,749               
      その他 -                          
      徴収不能引当金 -9                         
  流動資産 296,288                 
    現金預金 295,386                 
    未収金 806                       
    短期貸付金 -                          
    基金 120                       
      財政調整基金 120                       
      減債基金 -                          
    棚卸資産 -                          
    その他 -                          
    徴収不能引当金 -24                       純資産合計 770,536                  
資産合計 15,828,563             負債及び純資産合計 15,828,563              

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＿連結 【様式第 2号】

（単位：千円） 

純行政コスト 2,699,609                       

  臨時利益 -                                   

    資産売却益 -                                   

    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 3,370                             

    災害復旧事業費 -                                   

    資産除売却損 3,370                             

    使用料及び手数料 560,783                          

    その他 307,483                          

純経常行政コスト 2,696,239                       

      他会計への繰出金 -                                   

      その他 1,594                             

  経常収益 868,266                          

    移転費用 324,520                          

      補助金等 322,915                          

      社会保障給付 11                                 

        支払利息 15,746                           

        徴収不能引当金繰入額 11                                 

        その他 31,573                           

        減価償却費 863,857                          

        その他 6,606                             

      その他の業務費用 47,330                           

      物件費等 1,493,079                       

        物件費 558,309                          

        維持補修費 64,307                           

        賞与等引当金繰入額 111,626                          

        退職手当引当金繰入額 89                                 

        その他 38,912                           

    業務費用 3,239,985                       

      人件費 1,699,576                       

        職員給与費 1,548,949                       

  経常費用 3,564,505                       

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



芳賀地区広域行政事務組合＿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 416,712              14,664,006          -14,247,294        

  純行政コスト（△） -2,699,609          -                       -2,699,609          

  財源 3,053,433           3,053,433           

    税収等 2,926,251           2,926,251           

    国県等補助金 127,182              127,182              

  本年度差額 353,824              353,824              

  固定資産等の変動（内部変動） 868,388              -868,388            

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

    有形固定資産等の減少 -1,194,358          1,194,358           

    貸付金・基金等の増加 1,184,468           -1,184,468          

    貸付金・基金等の減少 -26,616              26,616               

  資産評価差額 -                       -                       

  無償所管換等 -                       -                       

  その他 -                       -                       -                       

  本年度純資産変動額 353,824              868,388              -514,564            

本年度末純資産残高 770,536              15,532,394          -14,761,858        

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＿連結 【様式第 4号】

（単位：千円） 

本年度末歳計外現金残高 12                                      
本年度末現金預金残高 295,386                               

本年度末資金残高 295,374                               

前年度末歳計外現金残高 11,279                                
本年度歳計外現金増減額 -11,267                               

財務活動収支 72,548                                
本年度資金収支額 -5,913                                
前年度末資金残高 301,287                               

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

  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 -555,147                             
【財務活動収支】

    基金取崩収入 24,687                                
    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 24,687                                
    国県等補助金収入 -                                        

    基金積立金支出 2,071                                  
    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 579,834                               
    公共施設等整備費支出 577,763                               

    その他の支出 -                                        
  臨時収入 -                                        
業務活動収支 476,686                               

    その他の収入 148,823                               
  臨時支出 -                                        
    災害復旧事業費支出 -                                        

15,746                                
      その他の支出 31,536                                

    税収等収入 2,926,251                            
    国県等補助金収入 127,182                               
    使用料及び手数料収入 560,578                               

      他会計への繰出支出 -                                        
      その他の支出 1,594                                  
  業務収入 3,762,834                            

比例連結割合変更に伴う差額 -

  業務支出 3,286,148                            
    業務費用支出 2,961,628                            
      人件費支出 1,691,265                            

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 324,520                               
      補助金等支出 322,915                               
      社会保障給付支出 11                                      

      物件費等支出 1,223,081                            
      支払利息支出


