
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 5,674,698,081           固定負債 782,586,536             
    有形固定資産 3,077,929,482             地方債 182,611,938             
      事業用資産 2,920,666,002             長期未払金 -                           
        土地 468,749,075                退職手当引当金 599,974,598             
        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 -2,198,649,955          流動負債 199,400,453             
        工作物 5,470,542,932             １年内償還予定地方債 126,980,091             
        工作物減価償却累計額 -3,960,772,243            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 64,799,707              
        航空機 -                              預り金 7,620,655                
        航空機減価償却累計額 -                              その他 -                           
        その他 -                          負債合計 981,986,989             
        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 5,774,195,081          
      インフラ資産 -                            余剰分（不足分） -943,465,008           
        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 539,229,082            
      物品減価償却累計額 -381,965,602          
    無形固定資産 -                          
      ソフトウェア -                          
      その他 -                          
    投資その他の資産 2,596,768,599         
      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 718,904,000            
        減債基金 -                          
        その他 718,904,000            
      その他 1,877,864,599         
      徴収不能引当金 -                          
  流動資産 138,018,981            
    現金預金 38,521,981             
    未収金 -                          
    短期貸付金 -                          
    基金 99,497,000             
      財政調整基金 99,497,000             
      減債基金 -                          
    棚卸資産 -                          
    その他 -                          
    徴収不能引当金 -                          純資産合計 4,830,730,073          
資産合計 5,812,717,062         負債及び純資産合計 5,812,717,062          

貸借対照表
（令和2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） 

    その他 -                                   

純行政コスト 2,049,437,451                  

  臨時利益 -                                   

    資産売却益 -                                   

    損失補償等引当金繰入額 -                                   

    その他 -                                   

    資産除売却損 4                                   

    投資損失引当金繰入額 -                                   

  臨時損失 4                                   

    災害復旧事業費 -                                   

    その他 164,038,243                    

純経常行政コスト 2,049,437,447                  

  経常収益 203,823,723                    

    使用料及び手数料 39,785,480                      

      他会計への繰出金 -                                   

      その他 880,000                          

      補助金等 598,785,063                    

      社会保障給付 -                                   

        その他 1,236,383                       

    移転費用 599,665,063                    

        支払利息 2,344,154                       

        徴収不能引当金繰入額 -                                   

        その他 1,424,390                       

      その他の業務費用 3,580,537                       

        維持補修費 161,494,488                    

        減価償却費 306,684,919                    

      物件費等 787,560,763                    

        物件費 317,956,966                    

2,253,261,170                  

        退職手当引当金繰入額 -32,695,546                    

        その他 10,848,620                      

        職員給与費 819,502,026                    

        賞与等引当金繰入額 64,799,707                      

行政コスト計算書
自　平成31年 4月 1日

至　令和2年 3月31日

    業務費用 1,653,596,107                  

      人件費 862,454,807                    

科目名 金額

  経常費用



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 4,675,123,524     5,775,591,876     -1,100,468,352    

  純行政コスト（△） -2,049,437,451    -2,049,437,451    

  財源 2,205,044,000     2,205,044,000     

    税収等 2,181,166,000     2,181,166,000     

    国県等補助金 23,878,000          23,878,000          

  本年度差額 155,606,549        155,606,549        

  固定資産等の変動（内部変動） -1,396,795          1,396,795           

    有形固定資産等の増加 72,056,590          -72,056,590        

    有形固定資産等の減少 -330,425,839      330,425,839        

    貸付金・基金等の増加 286,972,454        -286,972,454      

    貸付金・基金等の減少 -30,000,000        30,000,000          

  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 155,606,549        -1,396,795          157,003,344        

本年度末純資産残高 4,830,730,073     5,774,195,081     -943,465,008      

純資産変動計算書
自　平成31年 4月 1日
至　令和2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） 

本年度資金収支額 -2,634,404                           
前年度末資金残高 33,535,730                           
本年度末資金残高 30,901,326                           

    地方債発行収入 45,000,000                           
    その他の収入 -                                        
財務活動収支 -124,986,368                        

    地方債償還支出 169,986,368                         
    その他の支出 -                                        
  財務活動収入 45,000,000                           

投資活動収支 -161,211,674                        
【財務活動収支】

  財務活動支出 169,986,368                         

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

    基金取崩収入 30,000,000                           
    貸付金元金回収収入 -                                        

  投資活動収入 30,000,000                           
    国県等補助金収入 -                                        

    貸付金支出 -                                        
    その他の支出 -                                        

    基金積立金支出 142,896,000                         
    投資及び出資金支出 -                                        

  投資活動支出 191,211,674                         
    公共施設等整備費支出 48,315,674                           

業務活動収支 283,563,638                         
【投資活動収支】

    その他の支出 -                                        
  臨時収入 -                                        

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

    使用料及び手数料収入 39,785,480                           
    その他の収入 19,961,789                           

    税収等収入 2,181,166,000                       
    国県等補助金収入 23,878,000                           

      その他の支出 880,000                               

  業務収入 2,264,791,269                       

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

    移転費用支出 599,665,063                         
      補助金等支出 598,785,063                         

      支払利息支出 2,344,154                             
      その他の支出 -                                        

      人件費支出 897,106,187                         
      物件費等支出 482,112,227                         

  業務支出 1,981,227,631                       
    業務費用支出 1,381,562,568                       

至　令和2年 3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

本年度末歳計外現金残高 7,620,655                             
本年度末現金預金残高 38,521,981                           

資金収支計算書
自　平成31年 4月 1日

前年度末歳計外現金残高 7,559,746                             
本年度歳計外現金増減額 60,909                                 


