
北部上北広域事務組合（一般会計等） 【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 2,018,123,853   固定負債 495,049,749

    有形固定資産 1,883,243,408     地方債 125,284,457

      事業用資産 1,800,257,056     長期未払金 5,973,208

        土地 152,417,697     退職手当引当金 363,792,084

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 8,070,747,268     その他 -

        建物減価償却累計額 -6,697,779,147   流動負債 139,503,226

        工作物 231,119,279     １年内償還予定地方債 13,701,502

        工作物減価償却累計額 -160,286,759     未払金 2,165,616

        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 109,216,028

        航空機 -     預り金 14,420,080

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 1,401,366,362 負債合計 634,552,975

        その他減価償却累計額 -1,197,327,644 【純資産の部】

        建設仮勘定 -   固定資産等形成分 2,018,123,853

      インフラ資産 -   余剰分（不足分） -577,999,640

        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 319,292,119

      物品減価償却累計額 -236,305,767

    無形固定資産 539,332

      ソフトウェア 1

      その他 539,331

    投資その他の資産 134,341,113

      投資及び出資金 3,621,560,262

        有価証券 -

        出資金 -

        その他 3,621,560,262

      投資損失引当金 -3,494,624,149

      長期延滞債権 -

      長期貸付金 -

      基金 7,405,000

        減債基金 -

        その他 7,405,000

      その他 -

      徴収不能引当金 -

  流動資産 56,553,335

    現金預金 56,553,335

    未収金 -

    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 - 純資産合計 1,440,124,213

資産合計 2,074,677,188 負債及び純資産合計 2,074,677,188

貸借対照表
（平成30年3月31日現在）



北部上北広域事務組合（一般会計等） 【様式第2号】

（単位：円）

2,696,525,179

-

108,000

108,000

    その他

純行政コスト

    その他

  臨時利益

    資産売却益

-

    資産除売却損

    投資損失引当金繰入額

    損失補償等引当金繰入額

31,884

51,182,564

-

純経常行政コスト

  臨時損失

    災害復旧事業費

2,645,418,731

51,214,448

-

  経常収益

    使用料及び手数料

    その他

97,603,997

60,727,190

36,876,807

      社会保障給付

      他会計への繰出金

      その他

13,020,000

97,693,000

1,820,621

        その他

    移転費用

      補助金等

1,918,707

595,772,324

483,238,703

      その他の業務費用

        支払利息

        徴収不能引当金繰入額

3,053,039

1,134,332

-

        維持補修費

        減価償却費

        その他

2,460,240

191,454,269

2,397,840

        その他

      物件費等

        物件費

416,304,520

739,182,749

542,870,400

        職員給与費

        賞与等引当金繰入額

        退職手当引当金繰入額

935,484,872

109,216,028

-55,990,804

  経常費用

    業務費用

      人件費

2,743,022,728

2,147,250,404

1,405,014,616

行政コスト計算書
自　平成29年4月1日
至　平成30年3月31日

科目名 金額



北部上北広域事務組合（一般会計等） 【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 1,517,953,893 2,151,700,108 -633,746,215

  純行政コスト（△） -2,696,525,179 -2,696,525,179

  財源 2,618,697,609 2,618,697,609

    税収等 2,594,724,609 2,594,724,609

    国県等補助金 23,973,000 23,973,000

  本年度差額 -77,827,570 -77,827,570

  固定資産等の変動（内部変動） -201,295,145 201,295,145

    有形固定資産等の増加 33,968,572 -33,968,572

    有形固定資産等の減少 -191,486,153 191,486,153

    貸付金・基金等の増加 7,405,000 -7,405,000

    貸付金・基金等の減少 -51,182,564 51,182,564

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -2,110 -2,110

  その他 - 67,721,000 -67,721,000

  本年度純資産変動額 -77,829,680 -133,576,255 55,746,575

本年度末純資産残高 1,440,124,213 2,018,123,853 -577,999,640

純資産変動計算書
自　平成29年4月1日
至　平成30年3月31日



北部上北広域事務組合（一般会計等） 【様式第4号】

（単位：円）

6,718,256

7,701,824

14,420,080

56,553,335

-

-14,361,789

-2,924,382

45,057,637

42,133,255

13,020,000

97,693,000

1,820,621

2,695,706,606

2,594,724,609

3,378,000

60,727,190

36,876,807

-

  財務活動支出

    地方債償還支出

    その他の支出

  財務活動収入

    地方債発行収入

14,361,789

14,361,789

-

-

-

前年度末歳計外現金残高

本年度歳計外現金増減額

本年度末歳計外現金残高

本年度末現金預金残高

    その他の収入

財務活動収支

本年度資金収支額

前年度末資金残高

本年度末資金残高

    その他の収入

投資活動収支

【財務活動収支】

-

108,000

-

-82,676,268

    貸付金支出

    その他の支出

  投資活動収入

    国県等補助金収入

    基金取崩収入

-

-

20,703,000

20,595,000

-

    貸付金元金回収収入

    資産売却収入

【投資活動収支】

  投資活動支出

    公共施設等整備費支出

    基金積立金支出

    投資及び出資金支出

103,379,268

28,253,268

7,405,000

67,721,000

    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 94,113,675

  業務収入

    税収等収入

    国県等補助金収入

    使用料及び手数料収入

    その他の収入

-

-

-

      社会保障給付支出

      他会計への繰出支出

      その他の支出

    業務費用支出

      人件費支出

      物件費等支出

      支払利息支出

      その他の支出

  臨時支出

資金収支計算書
自　平成29年4月1日
至　平成30年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出

    移転費用支出

      補助金等支出

2,601,592,931

2,005,820,607

1,455,039,088

545,330,640

1,134,332

4,316,547

595,772,324

483,238,703


