
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 13,514,567               固定負債 12,403,880              
    有形固定資産 11,381,221                 地方債 3,075,155                
      事業用資産 10,872,873                 長期未払金 9,328,725                
        土地 666,219                     退職手当引当金 -                           
        立木竹 -                              損失補償等引当金 -                           
        建物 8,408,724                   その他 -                           
        建物減価償却累計額 -4,455,320               流動負債 610,161                  
        工作物 10,130,599                 １年内償還予定地方債 496,101                  
        工作物減価償却累計額 -3,877,349                 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 114,060                  
        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 13,014,041              
        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 13,514,567              
      インフラ資産 53,562                     余剰分（不足分） -12,608,157             
        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 -180,502                
        その他 -                          
        その他減価償却累計額 -                          
        建設仮勘定 -                          
      物品 1,693,097               
      物品減価償却累計額 -1,238,311             
    無形固定資産 31,385                   
      ソフトウェア 31,385                   
      その他 -                          
    投資その他の資産 2,101,961               
      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 340                       
      長期貸付金 -                          
      基金 2,097,984               
        減債基金 -                          
        その他 2,097,984               
      その他 3,646                     
      徴収不能引当金 -9                         
  流動資産 405,884                 
    現金預金 404,649                 
    未収金 1,270                     
    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 -35                       純資産合計 906,410                  
資産合計 13,920,451             負債及び純資産合計 13,920,451              

貸借対照表
（令和3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） 

行政コスト計算書

自　令和2年 4月 1日

至　令和3年 3月31日

科目名 金額

  経常費用 3,725,279                       

    業務費用 3,297,744                       

      人件費 1,686,537                       

        職員給与費 1,552,574                       

        賞与等引当金繰入額 114,060                          

        退職手当引当金繰入額 -                                   

        その他 19,903                           

      物件費等 1,589,867                       

        物件費 584,408                          

        維持補修費 101,093                          

        減価償却費 902,619                          

        その他 1,747                             

      その他の業務費用 21,340                           

        支払利息 15,045                           

        徴収不能引当金繰入額 21                                 

        その他 6,274                             

    移転費用 427,535                          

      補助金等 426,084                          

      社会保障給付 -                                   

      他会計への繰出金 -                                   

      その他 1,451                             

  経常収益 857,629                          

    使用料及び手数料 512,800                          

    その他 344,829                          

純経常行政コスト 2,867,650                       

  臨時損失 0                                   

    災害復旧事業費 -                                   

    資産除売却損 0                                   

    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 2,867,650                       

  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 710,402              14,299,539          -13,589,137        

  純行政コスト（△） -2,867,650          -2,867,650          

  財源 3,054,458           3,054,458           

    税収等 2,975,545           2,975,545           

    国県等補助金 78,913               78,913               

  本年度差額 186,808              186,808              

  固定資産等の変動（内部変動） -794,172            794,172              

    有形固定資産等の増加 340,745              -340,745            

    有形固定資産等の減少 -1,140,355          1,140,355           

    貸付金・基金等の増加 6,212                 -6,212               

    貸付金・基金等の減少 -774                  774                   

  資産評価差額 9,200                 9,200                 

  無償所管換等 -                       -                       

  その他 -                       -                       -                       

  本年度純資産変動額 196,008              -784,972            980,980              

本年度末純資産残高 906,410              13,514,567          -12,608,157        

純資産変動計算書
自　令和2年 4月 1日
至　令和3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） 

資金収支計算書
自　令和2年 4月 1日
至　令和3年 3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 3,266,450                             
    業務費用支出 2,838,915                             
      人件費支出 1,683,955                             
      物件費等支出 1,138,295                             
      支払利息支出 15,045                                 
      その他の支出 1,620                                   
    移転費用支出 427,535                               
      補助金等支出 426,084                               
      社会保障給付支出 -                                        
      他会計への繰出支出 -                                        
      その他の支出 1,451                                   

  業務収入 3,716,575                             
    税収等収入 2,975,545                             
    国県等補助金収入 78,913                                 
    使用料及び手数料収入 512,248                               
    その他の収入 149,869                               
  臨時支出 -                                        
    災害復旧事業費支出 -                                        
    その他の支出 -                                        
  臨時収入 -                                        
業務活動収支 450,125                               
【投資活動収支】

  投資活動支出 236,880                               
    公共施設等整備費支出 235,129                               
    基金積立金支出 1,751                                   
    投資及び出資金支出 -                                        
    貸付金支出 -                                        
    その他の支出 -                                        
  投資活動収入 132,120                               
    国県等補助金収入 -                                        
    基金取崩収入 -                                        
    貸付金元金回収収入 -                                        
    資産売却収入 132,120                               
    その他の収入 -                                        

投資活動収支 -104,760                              
【財務活動収支】

  財務活動支出 362,348                               
    地方債償還支出 362,348                               
    その他の支出 -                                        
  財務活動収入 134,200                               
    地方債発行収入 134,200                               
    その他の収入 -                                        
財務活動収支 -228,148                              
本年度資金収支額 117,217                               
前年度末資金残高 287,432                               

本年度末歳計外現金残高 -                                        
本年度末現金預金残高 404,649                               

本年度末資金残高 404,649                               

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


