
北部上北広域事務組合（連結会計） 【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 4,468,030,887   固定負債 2,881,303,504

    有形固定資産 3,413,017,762     地方債等 481,683,316

      事業用資産 3,006,751,966     長期未払金 -

        土地 292,560,946     退職手当引当金 1,697,972,357

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 13,057,724,384     その他 701,647,831

        建物減価償却累計額 -10,583,842,148   流動負債 910,188,914

        工作物 322,011,379     １年内償還予定地方債等 158,381,113

        工作物減価償却累計額 -249,189,210     未払金 104,279,594

        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 211,741,640

        航空機 -     預り金 21,861,360

        航空機減価償却累計額 -     その他 413,925,207

        その他 1,409,723,162 負債合計 3,791,492,418

        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 4,468,030,887

      インフラ資産 -   余剰分（不足分） -3,279,732,086

        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 1,847,136,887

      物品減価償却累計額 -1,440,871,091

    無形固定資産 1,318,397

      ソフトウェア 1

      その他 1,318,396

    投資その他の資産 1,053,694,728

      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 32,150,000

      基金 1,012,579,891

        減債基金 -

        その他 1,012,579,891

      その他 8,964,837

      徴収不能引当金 -

  流動資産 511,760,332

    現金預金 145,058,642

    未収金 346,781,893

    短期貸付金 -

    基金 -

      財政調整基金 -

      減債基金 -

    棚卸資産 20,014,097

    その他 -

    徴収不能引当金 -94,300

  繰延資産 - 純資産合計 1,188,298,801

資産合計 4,979,791,219 負債及び純資産合計 4,979,791,219

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

（単位：円）

連結行政コスト計算書
自　平成30年4月1日
至　平成31年3月31日

科目名 金額

  経常費用

    業務費用

      人件費

5,085,913,757

4,998,638,505

2,964,852,752

        職員給与費

        賞与等引当金繰入額

        退職手当引当金繰入額

2,388,982,808

114,086,640

37,962,239

        その他

      物件費等

        物件費

423,821,065

1,272,726,032

547,412,042

        維持補修費

        減価償却費

        その他

24,955,976

341,616,865

358,741,149

      その他の業務費用

        支払利息

        徴収不能引当金繰入額

761,059,721

23,334,766

2,600,000

        その他

    移転費用

      補助金等

735,124,955

87,275,252

72,739,869

      社会保障給付

      その他

  経常収益

12,710,000

1,825,383

2,228,484,855

    使用料及び手数料

    その他

純経常行政コスト

2,098,864,027

129,620,828

2,857,428,902

  臨時損失

    災害復旧事業費

    資産除売却損

8,175

-

8,175

    損失補償等引当金繰入額

    その他

  臨時利益

-

-

-

    資産売却益

    その他

純行政コスト

-

-

2,857,437,077
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北部上北広域事務組合（連結会計） 【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 1,440,124,213 4,776,447,626 -3,336,323,413 -

  純行政コスト（△） -2,857,437,077 -2,857,437,077 -

  財源 2,606,125,027 2,606,125,027 -

    税収等 2,545,225,161 2,545,225,161 -

    国県等補助金 60,899,866 60,899,866 -

  本年度差額 -251,312,050 -251,312,050 -

  固定資産等の変動（内部変動） -307,903,377 307,903,377

    有形固定資産等の増加 98,950,989 -98,950,989

    有形固定資産等の減少 -355,559,087 355,559,087

    貸付金・基金等の増加 11,955,738 -11,955,738

    貸付金・基金等の減少 -63,251,017 63,251,017

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -513,362 -513,362

  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 -251,825,412 -308,416,739 56,591,327 -

本年度末純資産残高 1,188,298,801 4,468,030,887 -3,279,732,086 -

連結純資産変動計算書
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（連結会計） 【様式第4号】

（単位：円）

14,420,080

7,441,280

21,861,360

145,058,642

-92,570,323

11,706,970

111,490,312

-

123,197,282

    国県等補助金収入

    使用料及び手数料収入

    その他の収入

6,304,000

2,160,686,085

129,620,828

      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

935,538,846

23,334,766

735,920,208

87,275,252

72,739,869

12,710,000

1,825,383

4,841,836,074

2,545,225,161

連結資金収支計算書
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

    業務費用支出

      人件費支出

4,628,527,899

4,541,252,647

2,846,458,827

  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

-

-

-

-

213,308,175

150,599,882

138,644,144

    基金積立金支出

    投資及び出資金支出

    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

    貸付金元金回収収入

41,569,000

40,869,000

-

700,000

7,405,738

-

4,550,000

    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

-

-

-109,030,882

462,570,323

    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

462,570,323

-

370,000,000

370,000,000

-

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
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