
南那須地区広域行政事務組合（一般会計） 【様式第 1号】

（単位：円） 

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】
  固定資産 5,498,999,734           固定負債 738,128,592             
    有形固定資産 2,808,703,761             地方債 103,492,407             
      事業用資産 2,687,485,456             長期未払金 -                           
        土地 468,749,075                退職手当引当金 634,636,185             
        立木竹 -                              損失補償等引当金 -                           
        建物 3,140,796,193             その他 -                           
        建物減価償却累計額 -2,253,897,671          流動負債 150,221,648             
        工作物 5,473,608,298             １年内償還予定地方債 79,119,531              
        工作物減価償却累計額 -4,141,770,439            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 64,113,765              
        航空機 -                              預り金 6,988,352                
        航空機減価償却累計額 -                              その他 -                           
        その他 -                          負債合計 888,350,240             
        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 5,590,889,734          
      インフラ資産 -                            余剰分（不足分） -831,100,217           
        土地 -                          
        建物 -                          
        建物減価償却累計額 -                          
        工作物 -                          
        工作物減価償却累計額 -                          
        その他 -                          
        その他減価償却累計額 -                          
        建設仮勘定 -                          
      物品 545,587,082            
      物品減価償却累計額 -424,368,777          
    無形固定資産 -                          
      ソフトウェア -                          
      その他 -                          
    投資その他の資産 2,690,295,973         
      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 -                          
      長期貸付金 -                          
      基金 799,192,000            
        減債基金 -                          
        その他 799,192,000            
      その他 1,891,103,973         
      徴収不能引当金 -                          
  流動資産 149,140,023            
    現金預金 57,250,023             
    未収金 -                          
    短期貸付金 -                          
    基金 91,890,000             
      財政調整基金 91,890,000             
      減債基金 -                          
    棚卸資産 -                          
    その他 -                          
    徴収不能引当金 -                          純資産合計 4,759,789,517          
資産合計 5,648,139,757         負債及び純資産合計 5,648,139,757          

貸借対照表
（令和3年 3月31日）



南那須地区広域行政事務組合（一般会計） 【様式第 2号】

（単位：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

    業務費用 1,682,696,549                  

      人件費 908,352,748                    

科目名 金額

  経常費用 2,312,987,171                  

        退職手当引当金繰入額 34,661,587                      

        その他 10,753,665                      

        職員給与費 798,823,731                    

        賞与等引当金繰入額 64,113,765                      

        維持補修費 135,716,532                    

        減価償却費 278,649,087                    

      物件費等 771,196,833                    

        物件費 356,831,214                    

        支払利息 980,869                          

        徴収不能引当金繰入額 -                                   

        その他 -                                   

      その他の業務費用 3,146,968                       

      補助金等 629,452,422                    

      社会保障給付 -                                   

        その他 2,166,099                       

    移転費用 630,290,622                    

  経常収益 87,766,615                      

    使用料及び手数料 53,327,400                      

      他会計への繰出金 -                                   

      その他 838,200                          

  臨時損失 -                                   

    災害復旧事業費 -                                   

    その他 34,439,215                      

純経常行政コスト 2,225,220,556                  

    損失補償等引当金繰入額 -                                   

    その他 -                                   

    資産除売却損 -                                   

    投資損失引当金繰入額 -                                   

    その他 -                                   

純行政コスト 2,225,220,556                  

  臨時利益 -                                   

    資産売却益 -                                   



南那須地区広域行政事務組合（一般会計） 【様式第 3号】

（単位：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 4,830,730,073     5,774,195,081     -943,465,008      

  純行政コスト（△） -2,225,220,556    -2,225,220,556    

  財源 2,154,280,000     2,154,280,000     

    税収等 2,141,948,000     2,141,948,000     

    国県等補助金 12,332,000          12,332,000          

  本年度差額 -70,940,556        -70,940,556        

  固定資産等の変動（内部変動） -183,305,347      183,305,347        

    有形固定資産等の増加 9,423,366           -9,423,366          

    有形固定資産等の減少 -278,649,087      278,649,087        

    貸付金・基金等の増加 140,920,374        -140,920,374      

    貸付金・基金等の減少 -55,000,000        55,000,000          

  資産評価差額 -                       -                       

  無償所管換等 -                       -                       

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

  本年度純資産変動額 -70,940,556        -183,305,347      112,364,791        

本年度末純資産残高 4,759,789,517     5,590,889,734     -831,100,217      

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



南那須地区広域行政事務組合（一般会計） 【様式第 4号】

（単位：円） 

本年度末歳計外現金残高 6,988,352                             
本年度末現金預金残高 57,250,023                           

資金収支計算書
自　令和2年 4月 1日

前年度末歳計外現金残高 7,620,655                             
本年度歳計外現金増減額 -632,303                              

  業務支出 2,000,362,439                       
    業務費用支出 1,370,071,817                       

至　令和3年 3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

      支払利息支出 980,869                               
      その他の支出 2,166,099                             

      人件費支出 874,377,103                         
      物件費等支出 492,547,746                         

      社会保障給付支出 -                                        
      他会計への繰出支出 -                                        

    移転費用支出 630,290,622                         
      補助金等支出 629,452,422                         

    税収等収入 2,141,948,000                       
    国県等補助金収入 12,332,000                           

      その他の支出 838,200                               

  業務収入 2,228,807,241                       

  臨時支出 -                                        
    災害復旧事業費支出 -                                        

    使用料及び手数料収入 53,327,400                           
    その他の収入 21,199,841                           

業務活動収支 228,444,802                         
【投資活動収支】

    その他の支出 -                                        
  臨時収入 -                                        

    基金積立金支出 127,681,000                         
    投資及び出資金支出 -                                        

  投資活動支出 137,104,366                         
    公共施設等整備費支出 9,423,366                             

  投資活動収入 55,000,000                           
    国県等補助金収入 -                                        

    貸付金支出 -                                        
    その他の支出 -                                        

    資産売却収入 -                                        
    その他の収入 -                                        

    基金取崩収入 55,000,000                           
    貸付金元金回収収入 -                                        

投資活動収支 -82,104,366                         
【財務活動収支】

  財務活動支出 126,980,091                         
    地方債償還支出 126,980,091                         
    その他の支出 -                                        
  財務活動収入 -                                        
    地方債発行収入 -                                        
    その他の収入 -                                        
財務活動収支 -126,980,091                        
本年度資金収支額 19,360,345                           
前年度末資金残高 30,901,326                           
本年度末資金残高 50,261,671                           


