
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 1,755,321,962   固定負債 513,624,973

    有形固定資産 1,739,996,227     地方債 108,063,058

      事業用資産 1,666,913,097     長期未払金 -

        土地 152,417,697     退職手当引当金 401,754,323

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 8,072,588,845     その他 3,807,592

        建物減価償却累計額 -6,793,576,023   流動負債 149,706,468

        工作物 231,119,279     １年内償還予定地方債 11,592,852

        工作物減価償却累計額 -163,123,316     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 114,086,640

        航空機 -     預り金 21,861,360

        航空機減価償却累計額 -     その他 2,165,616

        その他 1,409,723,162 負債合計 663,331,441

        その他減価償却累計額 -1,242,236,547 【純資産の部】

        建設仮勘定 -   固定資産等形成分 1,755,321,962

      インフラ資産 -   余剰分（不足分） -603,658,924

        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 318,883,079

      物品減価償却累計額 -245,799,949

    無形固定資産 514,997

      ソフトウェア 1

      その他 514,996

    投資その他の資産 14,810,738

      投資及び出資金 3,664,277,262

        有価証券 -

        出資金 -

        その他 3,664,277,262

      投資損失引当金 -3,664,277,262

      長期延滞債権 -

      長期貸付金 -

      基金 14,810,738

        減債基金 -

        その他 14,810,738

      その他 -

      徴収不能引当金 -

  流動資産 59,672,517

    現金預金 59,672,517

    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 1,151,663,038

資産合計 1,814,994,479 負債及び純資産合計 1,814,994,479

貸借対照表
（平成31年3月31日現在）
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北部上北広域事務組合（一般会計等） 【様式第2号】

（単位：円）

    その他 -

純行政コスト 2,875,135,974

    その他 -

  臨時利益 -

    資産売却益 -

    資産除売却損 8,175

    投資損失引当金繰入額 169,653,113

    損失補償等引当金繰入額 -

純経常行政コスト 2,705,474,686

  臨時損失 169,661,288

    災害復旧事業費 -

  経常収益 88,880,893

    使用料及び手数料 55,070,330

    その他 33,810,563

      社会保障給付 12,710,000

      他会計への繰出金 95,494,000

      その他 1,825,383

        その他 1,858,409

    移転費用 574,256,252

      補助金等 464,226,869

      その他の業務費用 3,008,642

        支払利息 1,150,233

        徴収不能引当金繰入額 -

        維持補修費 3,564,000

        減価償却費 195,754,546

        その他 2,407,120

        その他 423,821,065

      物件費等 702,233,462

        物件費 500,507,796

        職員給与費 938,987,279

        賞与等引当金繰入額 114,086,640

        退職手当引当金繰入額 37,962,239

  経常費用 2,794,355,579

    業務費用 2,220,099,327

      人件費 1,514,857,223

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

科目名 金額
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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 1,440,124,213 2,018,123,853 -577,999,640

  純行政コスト（△） -2,875,135,974 -2,875,135,974

  財源 2,587,188,161 2,587,188,161

    税収等 2,545,225,161 2,545,225,161

    国県等補助金 41,963,000 41,963,000

  本年度差額 -287,947,813 -287,947,813

  固定資産等の変動（内部変動） -305,005,529 305,005,529

    有形固定資産等の増加 53,004,567 -53,004,567

    有形固定資産等の減少 -195,762,721 195,762,721

    貸付金・基金等の増加 7,405,738 -7,405,738

    貸付金・基金等の減少 -169,653,113 169,653,113

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -513,362 -513,362

  その他 - 42,717,000 -42,717,000

  本年度純資産変動額 -288,461,175 -262,801,891 -25,659,284

本年度末純資産残高 1,151,663,038 1,755,321,962 -603,658,924

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
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北部上北広域事務組合（一般会計等） 【様式第4号】

（単位：円）

前年度末歳計外現金残高 14,420,080

本年度歳計外現金増減額 7,441,280

本年度末歳計外現金残高 21,861,360

本年度末現金預金残高 59,672,517

    その他の収入 -

財務活動収支 -19,330,049

本年度資金収支額 -4,322,098

前年度末資金残高 42,133,255

本年度末資金残高 37,811,157

  財務活動支出 19,330,049

    地方債償還支出 19,330,049

    その他の支出 -

  財務活動収入 -

    地方債発行収入 -

    貸付金元金回収収入 -

    資産売却収入 -

    その他の収入 -

投資活動収支 -67,123,921

【財務活動収支】

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 38,169,000

    国県等補助金収入 38,169,000

    基金取崩収入 -

【投資活動収支】

  投資活動支出 105,292,921

    公共施設等整備費支出 55,170,183

    基金積立金支出 7,405,738

    投資及び出資金支出 42,717,000

  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 82,131,872

  業務収入 2,637,900,054

    税収等収入 2,545,225,161

    国県等補助金収入 3,794,000

    使用料及び手数料収入 55,070,330

    その他の収入 33,810,563

    移転費用支出 574,256,252

      補助金等支出 464,226,869

      社会保障給付支出 12,710,000

      他会計への繰出支出 95,494,000

      その他の支出 1,825,383

    業務費用支出 1,981,511,930

      人件費支出 1,472,024,372

      物件費等支出 504,071,796

      支払利息支出 1,150,233

      その他の支出 4,265,529

資金収支計算書
自　平成30年4月1日
至　平成31年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 2,555,768,182

4


