
北部上北広域事務組合（全体会計） 【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 3,718,669,680   固定負債 1,998,695,010

    有形固定資産 3,670,114,887     地方債等 645,774,952

      事業用資産 3,209,254,596     長期未払金 120,086,672

        土地 292,560,946     退職手当引当金 592,901,891

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 13,055,882,807     その他 639,931,495

        建物減価償却累計額 -10,419,139,251   流動負債 833,082,578

        工作物 322,011,379     １年内償還予定地方債等 156,859,800

        工作物減価償却累計額 -246,100,003     未払金 161,153,670

        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 200,649,028

        航空機 -     預り金 14,420,080

        航空機減価償却累計額 -     その他 300,000,000

        その他 1,401,366,362 負債合計 2,831,777,588

        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 3,718,669,680

      インフラ資産 -   余剰分（不足分） -2,278,545,467

        土地 -   他団体出資等分 -

        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 1,871,493,894

      物品減価償却累計額 -1,410,633,603

    無形固定資産 1,342,732

      ソフトウェア 1

      その他 1,342,731

    投資その他の資産 47,212,061

      投資及び出資金 -

        有価証券 -

        出資金 -

        その他 -

      長期延滞債権 -

      長期貸付金 28,300,000

      基金 7,405,000

        減債基金 -

        その他 7,405,000

      その他 11,507,061

      徴収不能引当金 -

  流動資産 553,232,121

    現金預金 125,910,392

    未収金 408,603,951

    短期貸付金 -

    基金 -

      財政調整基金 -

      減債基金 -

    棚卸資産 20,251,165

    その他 -

    徴収不能引当金 -1,533,387

  繰延資産 - 純資産合計 1,440,124,213

資産合計 4,271,901,801 負債及び純資産合計 4,271,901,801

連結貸借対照表
（平成30年3月31日現在）



北部上北広域事務組合（全体会計） 【様式第2号】

（単位：円）

    資産売却益

    その他

純行政コスト

108,000

-

2,738,399,248

    損失補償等引当金繰入額

    その他

  臨時利益

-

292,680

108,000

  臨時損失

    災害復旧事業費

    資産除売却損

324,564

-

31,884

    使用料及び手数料

    その他

純経常行政コスト

2,153,852,437

300,931,400

2,738,182,684

      社会保障給付

      その他

  経常収益

13,020,000

1,820,621

2,454,783,837

        その他

    移転費用

      補助金等

773,610,903

186,130,324

171,289,703

      その他の業務費用

        支払利息

        徴収不能引当金繰入額

803,405,329

28,194,426

1,600,000

        維持補修費

        減価償却費

        その他

22,550,317

324,044,099

389,263,621

        その他

      物件費等

        物件費

416,304,520

1,322,203,645

586,345,608

        職員給与費

        賞与等引当金繰入額

        退職手当引当金繰入額

2,411,697,479

109,216,028

-55,990,804

  経常費用

    業務費用

      人件費

5,192,966,521

5,006,836,197

2,881,227,223

連結行政コスト計算書
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（全体会計） 【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) 他団体出資等分

前年度末純資産残高 1,517,953,893 3,913,874,492 -2,395,920,599 -

  純行政コスト（△） -2,738,399,248 -2,738,399,248 -

  財源 2,660,571,678 2,660,571,678 -

    税収等 2,618,201,975 2,618,201,975 -

    国県等補助金 42,369,703 42,369,703 -

  本年度差額 -77,827,570 -77,827,570 -

  固定資産等の変動（内部変動） -195,202,702 195,202,702

    有形固定資産等の増加 134,989,571 -134,989,571

    有形固定資産等の減少 -339,250,784 339,250,784

    貸付金・基金等の増加 12,305,000 -12,305,000

    貸付金・基金等の減少 -3,246,489 3,246,489

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -2,110 -2,110

  他団体出資等分の増加 - -

  他団体出資等分の減少 - -

  比例連結割合変更に伴う差額 - - - -

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -77,829,680 -195,204,812 117,375,132 -

本年度末純資産残高 1,440,124,213 3,718,669,680 -2,278,545,467 -

連結純資産変動計算書
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（全体会計） 【様式第4号】

（単位：円）

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

財務活動収支

本年度資金収支額

前年度末資金残高

比例連結割合変更に伴う差額

本年度末資金残高

    地方債等償還支出

    その他の支出

  財務活動収入

    地方債等発行収入

    その他の収入

163,181,879

250,000,000

300,000,000

-

300,000,000

    資産売却収入

    その他の収入

投資活動収支

【財務活動収支】

  財務活動支出

108,000

97,693,000

-52,805,573

413,181,879

  投資活動収入

    国県等補助金収入

    基金取崩収入

    貸付金元金回収収入

-

121,096,000

23,295,000

-

-

    基金積立金支出

    投資及び出資金支出

    貸付金支出

173,901,573

161,596,573

7,405,000

-

4,900,000

    その他の支出

  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

【投資活動収支】

  投資活動支出

    公共施設等整備費支出

292,680

-

173,920,234

292,680

-

連結資金収支計算書
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

    業務費用支出

      人件費支出

4,881,102,322

4,694,971,998

2,898,159,566

      物件費等支出

      支払利息支出

      その他の支出

    移転費用支出

      補助金等支出

      社会保障給付支出

      その他の支出

  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

13,020,000

1,820,621

5,055,315,236

2,618,201,975

21,774,703

2,154,107,227

261,231,331

999,713,973

28,194,426

768,904,033

186,130,324

171,289,703

6,718,256

7,701,824

14,420,080

125,910,392

-113,181,879

7,932,782

103,557,530

-

111,490,312


