
芳賀地区広域行政事務組合 【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 14,852,454               固定負債 13,696,736              
    有形固定資産 11,419,737                 地方債 3,075,155                
      事業用資産 10,882,249                 長期未払金 9,328,725                
        土地 666,219                     退職手当引当金 1,292,856                
        立木竹 -                              損失補償等引当金 -                           
        建物 8,776,699                   その他 -                           
        建物減価償却累計額 -4,813,919               流動負債 610,307                  
        工作物 10,226,291                 １年内償還予定地方債 496,101                  
        工作物減価償却累計額 -3,973,041                 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 114,196                  
        航空機 -                              預り金 10                          
        航空機減価償却累計額 -                              その他 -                           
        その他 -                          負債合計 14,307,043              
        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 14,852,577              
      インフラ資産 53,562                     余剰分（不足分） -13,894,235             
        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 1,751,377               
      物品減価償却累計額 -1,267,451             
    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 3,401,332               
      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 3,397,355               
        減債基金 -                          
        その他 3,397,355               
      その他 3,646                     
      徴収不能引当金 -9                         
  流動資産 412,931                 
    現金預金 411,573                 
    未収金 1,270                     
    短期貸付金 -                          
    基金 123                       
      財政調整基金 123                       
      減債基金 -                          
    棚卸資産 -                          
    その他 -                          
    徴収不能引当金 -35                       純資産合計 958,342                  
資産合計 15,265,385             負債及び純資産合計 15,265,385              

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 【様式第 2号】

（単位：千円） 

  経常費用 3,747,851                       

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

    業務費用 3,318,247                       

      人件費 1,688,214                       

        職員給与費 1,553,883                       

        賞与等引当金繰入額 114,196                          

        退職手当引当金繰入額 222                               

        その他 19,913                           

      物件費等 1,608,693                       

        物件費 594,329                          

        維持補修費 102,200                          

        減価償却費 910,323                          

        その他 1,841                             

      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 429,604                          

      補助金等 428,131                          

      社会保障給付 14                                 

      他会計への繰出金 -                                   

      その他 1,459                             

  経常収益 863,274                          

    使用料及び手数料 513,959                          

    その他 349,315                          

純経常行政コスト 2,884,577                       

  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 2,884,577                       

  臨時利益 -                                   

    資産売却益 -                                   

    その他 -                                   



芳賀地区広域行政事務組合 【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 770,536              14,351,969          -13,581,433        

  純行政コスト（△） -2,884,577          -2,884,577          

  財源 3,063,195           3,063,195           

    税収等 2,984,282           2,984,282           

    国県等補助金 78,913               78,913               

  本年度差額 178,618              178,618              

  固定資産等の変動（内部変動） 491,419              -491,419            

    有形固定資産等の増加 340,744              -340,744            

    有形固定資産等の減少 -1,148,058          1,148,058           

    貸付金・基金等の増加 1,300,804           -1,300,804          

    貸付金・基金等の減少 -2,071               2,071                 

  資産評価差額 9,200                 9,200                 

  無償所管換等 -                       -                       

  その他 -12                   -11                   -1                     

  本年度純資産変動額 187,806              500,608              -312,802            

本年度末純資産残高 958,342              14,852,577          -13,894,235        

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 【様式第 4号】

（単位：千円） 

比例連結割合変更に伴う差額 0

  業務支出 3,281,110                            
    業務費用支出 2,851,506                            
      人件費支出 1,685,422                            

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】

    移転費用支出 429,604                               
      補助金等支出 428,131                               
      社会保障給付支出 14                                      

      物件費等支出 1,149,419                            
      支払利息支出 15,045                                
      その他の支出 1,620                                  

    税収等収入 2,984,282                            
    国県等補助金収入 78,913                                
    使用料及び手数料収入 513,407                               

      他会計への繰出支出 -                                        
      その他の支出 1,459                                  
  業務収入 3,730,958                            

    その他の支出 -                                        
  臨時収入 -                                        
業務活動収支 449,848                               

    その他の収入 154,356                               
  臨時支出 -                                        
    災害復旧事業費支出 -                                        

    基金積立金支出 3,117                                  
    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 238,246                               
    公共施設等整備費支出 235,129                               

    基金取崩収入 616                                    
    貸付金元金回収収入 -                                        
    資産売却収入 132,120                               

    その他の支出 -                                        
  投資活動収入 132,736                               
    国県等補助金収入 -                                        

  財務活動支出 362,348                               
    地方債償還支出 362,348                               
    その他の支出 -                                        

    その他の収入 -                                        
投資活動収支 -105,510                             
【財務活動収支】

財務活動収支 -228,148                             
本年度資金収支額 116,190                               
前年度末資金残高 295,374                               

  財務活動収入 134,200                               
    地方債発行収入 134,200                               
    その他の収入 -                                        

本年度末歳計外現金残高 9                                        
本年度末現金預金残高 411,573                               

本年度末資金残高 411,564                               

前年度末歳計外現金残高 11                                      
本年度歳計外現金増減額 -2                                      


