
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 12,810,642               固定負債 11,281,619              
    有形固定資産 10,685,923                 地方債 2,612,278                
      事業用資産 10,118,718                 長期未払金 8,642,395                
        土地 666,219                     退職手当引当金 26,945                    
        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 -4,636,803               流動負債 639,079                  
        工作物 10,130,599                 １年内償還予定地方債 528,177                  
        工作物減価償却累計額 -4,450,021                 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 110,902                  
        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 11,920,698              
        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 12,810,642              
      インフラ資産 48,824                     余剰分（不足分） -11,598,839             
        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 1,859,698               
      物品減価償却累計額 -1,341,317             
    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 2,101,180               
      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 2,100,424               
        減債基金 -                          
        その他 2,100,424               
      その他 -                          
      徴収不能引当金 -25                       
  流動資産 321,858                 
    現金預金 321,167                 
    未収金 715                       
    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 -23                       純資産合計 1,211,803                
資産合計 13,132,501             負債及び純資産合計 13,132,501              

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_一般会計等 【様式第 2号】

（単位：千円） 

    その他 -                                   

純行政コスト 3,016,323                       

  臨時利益 121                               

    資産売却益 121                               

    その他 -                                   

    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 -                                   

純経常行政コスト 3,016,444                       

  臨時損失 0                                   

    災害復旧事業費 -                                   

  経常収益 700,843                          

    使用料及び手数料 535,635                          

    その他 165,207                          

      社会保障給付 -                                   

      他会計への繰出金 -                                   

      その他 1,906                             

        その他 14,448                           

    移転費用 260,149                          

      補助金等 258,243                          

      その他の業務費用 28,382                           

        支払利息 13,909                           

        徴収不能引当金繰入額 25                                 

        維持補修費 124,199                          

        減価償却費 938,615                          

        その他 -                                   

        その他 23,049                           

      物件費等 1,687,512                       

        物件費 624,697                          

        職員給与費 1,580,348                       

        賞与等引当金繰入額 110,902                          

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

  経常費用 3,717,286                       

    業務費用 3,457,137                       

      人件費 1,741,244                       

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_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 906,409.67          13,514,567          -12,608,157        

  純行政コスト（△） -3,016,323          -3,016,323          

  財源 3,189,596           3,189,596           

    税収等 3,135,430           3,135,430           

    国県等補助金 54,166               54,166               

  本年度差額 173,273              173,273              

  固定資産等の変動（内部変動） -836,045            836,045              

    有形固定資産等の増加 103,351              -103,351            

    有形固定資産等の減少 -942,261            942,261              

    貸付金・基金等の増加 2,866                 -2,866               

    貸付金・基金等の減少 -                       -                       

  資産評価差額 -                       -                       

  無償所管換等 132,121              132,121              

  その他 -                       -                       -                       

  本年度純資産変動額 305,393              -703,925            1,009,318           

本年度末純資産残高 1,211,803           12,810,642          -11,598,839        

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_一般会計等 【様式第 4号】

（単位：千円） 

本年度末現金預金残高 321,167                               

本年度末資金残高 321,167                               

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

    その他の収入 -                                        
財務活動収支 -430,801                              
本年度資金収支額 -83,482                               
前年度末資金残高 404,649                               

本年度末歳計外現金残高 -                                        

  財務活動支出 496,101                               
    地方債償還支出 496,101                               
    その他の支出 -                                        
  財務活動収入 65,300                                 
    地方債発行収入 65,300                                 

    貸付金元金回収収入 -                                        
    資産売却収入 121                                     
    その他の収入 -                                        

投資活動収支 -105,670                              
【財務活動収支】

    貸付金支出 -                                        
    その他の支出 -                                        
  投資活動収入 121                                     
    国県等補助金収入 -                                        
    基金取崩収入 -                                        

【投資活動収支】

  投資活動支出 105,791                               
    公共施設等整備費支出 103,351                               
    基金積立金支出 2,440                                   
    投資及び出資金支出 -                                        

  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 452,989                               

  業務収入 3,890,451                             
    税収等収入 3,135,430                             
    国県等補助金収入 54,166                                 
    使用料及び手数料収入 535,660                               
    その他の収入 165,195                               

    移転費用支出 260,149                               
      補助金等支出 258,243                               
      社会保障給付支出 -                                        
      他会計への繰出支出 -                                        

      その他の支出 1,906                                   

    業務費用支出 3,177,313                             
      人件費支出 1,717,456                             
      物件費等支出 1,435,226                             
      支払利息支出 13,909                                 
      その他の支出 10,722                                 

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】

  業務支出 3,437,462                             


