
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 5,673,424,876           固定負債 897,262,173             
    有形固定資産 3,336,298,731             地方債 264,592,029             
      事業用資産 3,194,082,216             長期未払金 -                           
        土地 468,749,075                退職手当引当金 632,670,144             
        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 -2,106,231,938          流動負債 244,301,655             
        工作物 5,470,542,932             １年内償還予定地方債 169,986,368             
        工作物減価償却累計額 -3,779,774,046            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 66,755,541              
        航空機 -                              預り金 7,559,746                
        航空機減価償却累計額 -                              その他 -                           
        その他 -                          負債合計 1,141,563,828          
        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 5,775,327,943          
      インフラ資産 -                            余剰分（不足分） -1,100,204,419         
        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 514,654,328            
      物品減価償却累計額 -372,437,813          
    無形固定資産 -                          
      ソフトウェア -                          
      その他 -                          
    投資その他の資産 2,337,126,145         
      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 603,338,000            
        減債基金 -                          
        その他 603,338,000            
      その他 1,733,788,145         
      徴収不能引当金 -                          
  流動資産 143,262,476            
    現金預金 41,095,476             
    未収金 -                          
    短期貸付金 -                          
    基金 102,167,000            
      財政調整基金 102,167,000            
      減債基金 -                          
    棚卸資産 -                          
    その他 -                          
    徴収不能引当金 -                          純資産合計 4,675,123,524          
資産合計 5,816,687,352         負債及び純資産合計 5,816,687,352          

貸借対照表
（平成31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　平成30年 4月 1日

至　平成31年 3月31日

    業務費用 1,638,229,123                  

      人件費 863,409,305                    

科目名 金額

  経常費用 2,252,036,333                  

        退職手当引当金繰入額 -37,611,838                    

        その他 11,094,122                      

        職員給与費 825,767,674                    

        賞与等引当金繰入額 64,159,347                      

        維持補修費 162,282,522                    

        減価償却費 301,356,453                    

      物件費等 770,300,741                    

        物件費 305,375,926                    

        支払利息 3,718,224                       

        徴収不能引当金繰入額 -                                   

        その他 1,285,840                       

      その他の業務費用 4,519,077                       

      補助金等 612,991,810                    

      社会保障給付 -                                   

        その他 800,853                          

    移転費用 613,807,210                    

  経常収益 247,410,251                    

    使用料及び手数料 37,662,100                      

      他会計への繰出金 -                                   

      その他 815,400                          

  臨時損失 2                                   

    災害復旧事業費 -                                   

    その他 209,748,151                    

純経常行政コスト 2,004,626,082                  

    損失補償等引当金繰入額 -                                   

    その他 -                                   

    資産除売却損 2                                   

    投資損失引当金繰入額 -                                   

    その他 -                                   

純行政コスト 2,004,626,084                  

  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 4,465,752,541     5,700,946,113     -1,235,193,572    

  純行政コスト（△） -2,004,626,084    -2,004,626,084    

  財源 2,214,261,000     2,214,261,000     

    税収等 2,192,858,000     2,192,858,000     

    国県等補助金 21,403,000          21,403,000          

  本年度差額 209,634,916        209,634,916        

  固定資産等の変動（内部変動） 74,645,763          -74,645,763        

    有形固定資産等の増加 137,325,806        -137,325,806      

    有形固定資産等の減少 -356,755,886      356,755,886        

    貸付金・基金等の増加 337,075,843        -337,075,843      

    貸付金・基金等の減少 -43,000,000        43,000,000          

  資産評価差額 -263,933            -263,933            

  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 209,370,983        74,381,830          134,989,153        

本年度末純資産残高 4,675,123,524     5,775,327,943     -1,100,204,419    

純資産変動計算書
自　平成30年 4月 1日
至　平成31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 7,559,746                             
本年度末現金預金残高 41,095,476                           

資金収支計算書
自　平成30年 4月 1日

前年度末歳計外現金残高 3,276,450                             
本年度歳計外現金増減額 4,283,296                             

  業務支出 1,981,386,122                       
    業務費用支出 1,367,578,912                       

至　平成31年 3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

      支払利息支出 3,718,224                             
      その他の支出 -                                        

      人件費支出 894,115,547                         
      物件費等支出 469,745,141                         

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

    移転費用支出 613,807,210                         
      補助金等支出 612,991,810                         

    税収等収入 2,192,858,000                       
    国県等補助金収入 21,403,000                           

      その他の支出 815,400                               

  業務収入 2,276,545,408                       

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

    使用料及び手数料収入 37,662,100                           
    その他の収入 24,622,308                           

業務活動収支 295,159,286                         
【投資活動収支】

    その他の支出 -                                        
  臨時収入 -                                        

    基金積立金支出 151,950,000                         
    投資及び出資金支出 -                                        

  投資活動支出 234,140,308                         
    公共施設等整備費支出 82,190,308                           

  投資活動収入 43,000,000                           
    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 43,000,000                           
    貸付金元金回収収入 -                                        

投資活動収支 -191,140,308                        
【財務活動収支】

  財務活動支出 175,603,777                         
    地方債償還支出 175,603,777                         
    その他の支出 -                                        
  財務活動収入 63,100,000                           
    地方債発行収入 63,100,000                           
    その他の収入 -                                        
財務活動収支 -112,503,777                        
本年度資金収支額 -8,484,799                           
前年度末資金残高 42,020,529                           
本年度末資金残高 33,535,730                           


