
【様式第1号】

自治体名：北部上北広域事務組合

会計：一般会計等 （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 1,703,127,914   固定負債 822,603,248

    有形固定資産 1,660,743,519     地方債 96,388,914

      事業用資産 1,587,585,720     長期未払金 -

        土地 152,417,697     退職手当引当金 706,860,520

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 8,082,048,845     その他 19,353,814

        建物減価償却累計額 -6,886,822,568   流動負債 163,773,852

        工作物 231,119,279     １年内償還予定地方債 11,674,144

        工作物減価償却累計額 -165,959,853     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 108,676,124

        航空機 -     預り金 36,700,584

        航空機減価償却累計額 -     その他 6,723,000

        その他 1,474,933,162 負債合計 986,377,100

        その他減価償却累計額 -1,300,150,842 【純資産の部】

        建設仮勘定 -   固定資産等形成分 1,703,127,914

      インフラ資産 -   余剰分（不足分） -920,435,532

        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 295,712,144

      物品減価償却累計額 -222,554,345

    無形固定資産 12,762,294

      ソフトウェア 12,260,160

      その他 502,134

    投資その他の資産 29,622,101

      投資及び出資金 3,778,327,262

        有価証券 -

        出資金 -

        その他 3,778,327,262

      投資損失引当金 -3,778,327,262

      長期延滞債権 -

      長期貸付金 -

      基金 29,622,101

        減債基金 -

        その他 29,622,101

      その他 -

      徴収不能引当金 -

  流動資産 65,941,568

    現金預金 65,941,568

    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 782,692,382

資産合計 1,769,069,482 負債及び純資産合計 1,769,069,482

貸借対照表
（令和2年3月31日現在）
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【様式第2号】

自治体名：北部上北広域事務組合

会計：一般会計等 （単位：円）

  経常費用 2,867,766,967

行政コスト計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2年3月31日

科目名 金額

    業務費用 2,293,871,629

      人件費 1,694,972,854

        職員給与費 1,037,497,333

        賞与等引当金繰入額 108,676,124

        退職手当引当金繰入額 305,106,197

        その他 243,693,200

      物件費等 593,967,923

        物件費 404,221,045

        維持補修費 887,112

        減価償却費 188,859,766

        その他 -

      その他の業務費用 4,930,852

        支払利息 817,340

        徴収不能引当金繰入額 -

        その他 4,113,512

    移転費用 573,895,338

      補助金等 461,145,273

      社会保障給付 12,860,000

      他会計への繰出金 97,900,000

      その他 1,990,065

  経常収益 84,130,594

    使用料及び手数料 52,450,820

    その他 31,679,774

純経常行政コスト 2,783,636,373

  臨時損失 116,191,935

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 2,141,935

    投資損失引当金繰入額 114,050,000

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

純行政コスト 2,899,828,308

  臨時利益 -

    資産売却益 -

    その他 -
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【様式第3号】

自治体名：北部上北広域事務組合

会計：一般会計等 （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 1,151,663,038 1,755,321,962 -603,658,924

  純行政コスト（△） -2,899,828,308 -2,899,828,308

  財源 2,530,857,652 2,530,857,652

    税収等 2,434,926,484 2,434,926,484

    国県等補助金 95,931,168 95,931,168

  本年度差額 -368,970,656 -368,970,656

  固定資産等の変動（内部変動） -166,244,048 166,244,048

    有形固定資産等の増加 123,996,290 -123,996,290

    有形固定資産等の減少 -191,001,701 191,001,701

    貸付金・基金等の増加 14,811,363 -14,811,363

    貸付金・基金等の減少 -114,050,000 114,050,000

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 - -

  その他 - 114,050,000 -114,050,000

  本年度純資産変動額 -368,970,656 -52,194,048 -316,776,608

本年度末純資産残高 782,692,382 1,703,127,914 -920,435,532

純資産変動計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2年3月31日
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【様式第4号】

自治体名：北部上北広域事務組合

会計：一般会計等 （単位：円）

  業務支出 2,379,211,520

    業務費用支出 1,805,316,182

      人件費支出 1,395,277,173

資金収支計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

    移転費用支出 573,895,338

      補助金等支出 461,145,273

      社会保障給付支出 12,860,000

      物件費等支出 405,108,157

      支払利息支出 817,340

      その他の支出 4,113,512

    税収等収入 2,434,926,484

    国県等補助金収入 1,111,168

    使用料及び手数料収入 52,450,820

      他会計への繰出支出 97,900,000

      その他の支出 1,990,065

  業務収入 2,520,168,246

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 140,956,726

    その他の収入 31,679,774

  臨時支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    基金積立金支出 14,811,363

    投資及び出資金支出 114,050,000

    貸付金支出 -

【投資活動収支】

  投資活動支出 227,647,213

    公共施設等整備費支出 98,785,850

    基金取崩収入 -

    貸付金元金回収収入 -

    資産売却収入 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 94,820,000

    国県等補助金収入 94,820,000

  財務活動支出 16,699,686

    地方債償還支出 11,592,852

    その他の支出 5,106,834

    その他の収入 -

投資活動収支 -132,827,213

【財務活動収支】

財務活動収支 -16,699,686

本年度資金収支額 -8,570,173

前年度末資金残高 37,811,157

  財務活動収入 -

    地方債発行収入 -

    その他の収入 -

本年度末歳計外現金残高 36,700,584

本年度末現金預金残高 65,941,568

本年度末資金残高 29,240,984

前年度末歳計外現金残高 21,861,360

本年度歳計外現金増減額 14,839,224
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