
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 14,195,417               固定負債 12,627,701              
    有形固定資産 10,716,735                 地方債 2,612,278                
      事業用資産 10,126,219                 長期未払金 8,642,395                
        土地 666,219                     退職手当引当金 1,373,028                
        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 -4,997,277               流動負債 639,215                  
        工作物 10,226,291                 １年内償還予定地方債 528,177                  
        工作物減価償却累計額 -4,545,713                 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 111,030                  
        航空機 -                              預り金 8                           
        航空機減価償却累計額 -                              その他 -                           
        その他 -                          負債合計 13,266,916              
        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 14,195,561              
      インフラ資産 48,824                     余剰分（不足分） -12,938,782             
        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 -185,241                
        その他 -                          
        その他減価償却累計額 -                          
        建設仮勘定 -                          
      物品 1,917,978               
      物品減価償却累計額 -1,376,284             
    無形固定資産 23,539                   
      ソフトウェア 23,539                   
      その他 -                          
    投資その他の資産 3,455,143               
      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 782                       
      長期貸付金 -                          
      基金 3,454,387               
        減債基金 -                          
        その他 3,454,387               
      その他 -                          
      徴収不能引当金 -25                       
  流動資産 328,278                 
    現金預金 327,443                 
    未収金 715                       
    短期貸付金 -                          
    基金 144                       
      財政調整基金 144                       
      減債基金 -                          
    棚卸資産 -                          
    その他 -                          
    徴収不能引当金 -23                       純資産合計 1,256,779                
資産合計 14,523,695             負債及び純資産合計 14,523,695              

貸借対照表
（令和4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） 

純行政コスト 3,032,153                       

  臨時利益 121                               

    資産売却益 121                               

    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 0                                   

    災害復旧事業費 -                                   

    資産除売却損 0                                   

    使用料及び手数料 537,353                          

    その他 169,268                          

純経常行政コスト 3,032,273                       

      他会計への繰出金 -                                   

      その他 1,908                             

  経常収益 706,621                          

    移転費用 261,586                          

      補助金等 259,661                          

      社会保障給付 18                                 

        支払利息 13,909                           

        徴収不能引当金繰入額 25                                 

        その他 14,542                           

        減価償却費 946,319                          

        その他 -                                   

      その他の業務費用 28,476                           

      物件費等 1,706,233                       

        物件費 634,485                          

        維持補修費 125,430                          

        賞与等引当金繰入額 111,030                          

        退職手当引当金繰入額 26,945                           

        その他 23,058                           

    業務費用 3,477,307                       

      人件費 1,742,598                       

        職員給与費 1,581,565                       

  経常費用 3,738,894                       

行政コスト計算書

自　令和3年 4月 1日

至　令和4年 3月31日

科目名 金額



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 958,342              14,852,577          -13,894,235        

  純行政コスト（△） -3,032,153          -3,032,153          

  財源 3,198,469           3,198,469           

    税収等 3,144,303           3,144,303           

    国県等補助金 54,166               54,166               

  本年度差額 166,316              166,316              

  固定資産等の変動（内部変動） -789,137            789,137              

    有形固定資産等の増加 103,350              -103,350            

    有形固定資産等の減少 -949,965            949,965              

    貸付金・基金等の増加 57,525               -57,525              

    貸付金・基金等の減少 -48                   48                     

  資産評価差額 -                       -                       

  無償所管換等 132,121              132,121              

  その他 -0                     -0                     -1                     

  本年度純資産変動額 298,437              -657,016            955,453              

本年度末純資産残高 1,256,779           14,195,561          -12,938,782        

純資産変動計算書
自　令和3年 4月 1日
至　令和4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） 

本年度末歳計外現金残高 8                                        
本年度末現金預金残高 327,442                               

本年度末資金残高 327,434                               

前年度末歳計外現金残高 9                                        
本年度歳計外現金増減額 -2                                      

財務活動収支 -430,801                             
本年度資金収支額 -84,129                               
前年度末資金残高 411,563                               

  財務活動収入 65,300                                
    地方債発行収入 65,300                                
    その他の収入 -                                        

  財務活動支出 496,101                               
    地方債償還支出 496,101                               
    その他の支出 -                                        

    その他の収入 -                                        

投資活動収支 -106,993                             
【財務活動収支】

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

    その他の支出 -                                        
  投資活動収入 121                                    
    国県等補助金収入 -                                        

    基金積立金支出 3,762                                  
    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 107,113                               
    公共施設等整備費支出 103,351                               

    その他の支出 -                                        
  臨時収入 -                                        
業務活動収支 453,665                               

    その他の収入 169,194                               
  臨時支出 -                                        
    災害復旧事業費支出 -                                        

13,909                                
      その他の支出 10,817                                

    税収等収入 3,144,303                            
    国県等補助金収入 54,166                                
    使用料及び手数料収入 537,378                               

      他会計への繰出支出 -                                        
      その他の支出 1,908                                  

  業務収入 3,905,041                            

比例連結割合変更に伴う差額 0                                        

  業務支出 3,451,376                            
    業務費用支出 3,189,789                            
      人件費支出 1,718,820                            

資金収支計算書
自　令和3年 4月 1日
至　令和4年 3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

    移転費用支出 261,586                               
      補助金等支出 259,661                               
      社会保障給付支出 18                                      

      物件費等支出 1,446,245                            
      支払利息支出


