
【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 1,553,959,195   固定負債 833,283,163

    有形固定資産 1,499,268,323     地方債 84,632,908

      事業用資産 1,326,060,973     長期未払金 -

        土地 152,417,697     退職手当引当金 733,856,489

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 8,088,648,845     その他 14,793,766

        建物減価償却累計額 -6,977,273,264   流動負債 133,398,089

        工作物 230,583,445     １年内償還予定地方債 11,756,006

        工作物減価償却累計額 -168,315,750     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 109,482,855

        航空機 -     預り金 5,102,400

        航空機減価償却累計額 -     その他 7,056,828

        その他 - 負債合計 966,681,252

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 -   固定資産等形成分 1,553,959,195

      インフラ資産 -   余剰分（不足分） -938,173,410

        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 1,782,090,304

      物品減価償却累計額 -1,608,882,954

    無形固定資産 10,307,802

      ソフトウェア 9,808,128

      その他 499,674

    投資その他の資産 44,383,070

      投資及び出資金 3,814,086,262

        有価証券 -

        出資金 -

        その他 3,814,086,262

      投資損失引当金 -3,814,086,262

      長期延滞債権 -

      長期貸付金 -

      基金 44,383,070

        減債基金 -

        その他 44,383,070

      その他 -

      徴収不能引当金 -

  流動資産 28,507,842

    現金預金 28,507,842

    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 615,785,785

資産合計 1,582,467,037 負債及び純資産合計 1,582,467,037

貸借対照表
（令和3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 2,639,156,702

行政コスト計算書
自　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日

科目名 金額

    業務費用 2,031,533,583

      人件費 1,435,655,272

        職員給与費 1,298,681,548

        賞与等引当金繰入額 109,482,855

        退職手当引当金繰入額 26,995,969

        その他 494,900

      物件費等 561,705,093

        物件費 361,774,444

        維持補修費 18,025,941

        減価償却費 181,904,708

        その他 -

      その他の業務費用 34,173,218

        支払利息 736,048

        徴収不能引当金繰入額 -

        その他 33,437,170

    移転費用 607,623,119

      補助金等 501,207,619

      社会保障給付 -

      他会計への繰出金 -

      その他 106,415,500

  経常収益 84,121,020

    使用料及び手数料 54,290,020

    その他 29,831,000

純経常行政コスト 2,555,035,682

  臨時損失 35,841,739

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 82,739

    投資損失引当金繰入額 35,759,000

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

純行政コスト 2,590,877,421

  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 782,692,382 1,703,127,914 -920,435,532

  純行政コスト（△） -2,590,877,421 -2,590,877,421

  財源 2,423,970,824 2,423,970,824

    税収等 2,399,649,925 2,399,649,925

    国県等補助金 24,320,899 24,320,899

  本年度差額 -166,906,597 -166,906,597

  固定資産等の変動（内部変動） -149,168,719 149,168,719

    有形固定資産等の増加 18,057,759 -18,057,759

    有形固定資産等の減少 -181,987,447 181,987,447

    貸付金・基金等の増加 50,519,969 -50,519,969

    貸付金・基金等の減少 -35,759,000 35,759,000

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 - -

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -166,906,597 -149,168,719 -17,737,878

本年度末純資産残高 615,785,785 1,553,959,195 -938,173,410

純資産変動計算書
自　令和2年4月1日
至　令和3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 2,429,449,294

    業務費用支出 1,821,826,175

      人件費支出 1,407,852,572

資金収支計算書
自　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

    移転費用支出 607,623,119

      補助金等支出 501,207,619

      社会保障給付支出 -

      物件費等支出 379,800,385

      支払利息支出 736,048

      その他の支出 33,437,170

    税収等収入 2,399,649,925

    国県等補助金収入 2,033,000

    使用料及び手数料収入 54,290,020

      他会計への繰出支出 -

      その他の支出 106,415,500

  業務収入 2,485,803,945

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 56,354,651

    その他の収入 29,831,000

  臨時支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    基金積立金支出 14,760,969

    投資及び出資金支出 35,759,000

    貸付金支出 -

【投資活動収支】

  投資活動支出 65,696,828

    公共施設等整備費支出 15,176,859

    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 22,287,899

    国県等補助金収入 22,287,899

  財務活動支出 18,781,264

    地方債償還支出 11,674,144

    その他の支出 7,107,120

    その他の収入 -

投資活動収支 -43,408,929

【財務活動収支】

財務活動収支 -18,781,264

本年度資金収支額 -5,835,542

前年度末資金残高 29,240,984

  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 5,102,400

本年度末現金預金残高 28,507,842

本年度末資金残高 23,405,442

前年度末歳計外現金残高 36,700,584

本年度歳計外現金増減額 -31,598,184
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北部上北広域事務組合（一般会計等）

①有形固定資産の明細 (単位：円)

前年度末残高
（A）

本年度増加額
（B）

本年度減少額
（C）

本年度末残高
（A)＋（B)-（C)

（D）

本年度末
減価償却累計額

（E)
本年度償却額

（F)

差引本年度末残高
（D)－（E)

（G)

9,940,518,983 6,600,000 1,475,468,996 8,471,649,987 7,145,589,014 93,274,909 1,326,060,973

152,417,697 152,417,697 152,417,697

　
8,082,048,845 6,600,000 8,088,648,845 6,977,273,264 90,450,696 1,111,375,581

231,119,279 535,834 230,583,445 168,315,750 2,824,213 62,267,695

1,474,933,162 1,474,933,162

0 0 0 0 0 0 0

295,712,144 1,486,378,161 1 1,782,090,304 1,608,882,954 86,177,767 173,207,350

10,236,231,127 1,492,978,161 1,475,468,997 10,253,740,291 8,754,471,968 179,452,676 1,499,268,323

②有形固定資産の行政目的別明細 (単位：円)

0 0 80,759,096 575,455,658 0 669,846,219 0 1,326,060,973

26,939,219 63,485,644 61,992,834 152,417,697

0

50,910,916 459,690,069 600,774,596 1,111,375,581

2,908,961 52,279,945 7,078,789 62,267,695

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

12,461,371 - 148,882,166 11,863,813 173,207,350

0 0 80,759,096 587,917,029 0 818,728,385 11,863,813 1,499,268,323

　　その他

　　建設仮勘定

 物品

合計

　　その他

　　建設仮勘定

 インフラ資産

　　土地

　　建物

　　工作物

　　航空機

産業振興 消防 総務 合計

 事業用資産

　　土地

環境衛生

　　立木竹

　　建物

　　工作物

　　船舶

　　浮標等

合計

区分
生活インフラ・

国土保全
教育 福祉

 物品

　　船舶

　　浮標等

　　航空機

　　その他

　　建設仮勘定

 インフラ資産

　　土地

　　建物

　　工作物

　　その他

　　建設仮勘定

　　工作物

【様式第５号】

附属明細書
１．貸借対照表の内容に関する明細

　※下記以外の資産及び負債のうち、その額が資産総額の100分の5を超える科目についても作成する。

（１）資産項目の明細

区分

 事業用資産

　  土地

　　立木竹

　　建物
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