
笠間地方広域事務組合 【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 1,403,879,300                    固定負債 59,933,772                       
    有形固定資産 1,396,645,146                      地方債 59,933,772                       
      事業用資産 1,380,945,141                      ⻑期未払⾦
        土地 138,347,722                         退職手当引当⾦
        立木竹     損失補償等引当⾦
        建物 1,657,005,000                      その他
        建物減価償却累計額 -535,331,743                     流動負債 34,825,838                       
        工作物 327,163,800                         １年内償還予定地方債 34,825,838                       
        工作物減価償却累計額 -206,239,638                       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
        航空機     預り⾦
        航空機減価償却累計額     その他
        その他 負債合計 94,759,610                       
        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 1,449,632,692                  
      インフラ資産 15,700,000                         余剰分（不足分） -90,680,777                     
        土地 15,700,000                       
        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 6,597,358                         
      物品減価償却累計額 -6,597,353                       
    無形固定資産 -                                       
      ソフトウェア
      その他
    投資その他の資産 7,234,154                         
      投資及び出資⾦ -                                       
        有価証券
        出資⾦
        その他
      投資損失引当⾦
      ⻑期延滞債権
      ⻑期貸付⾦
      基⾦ -                                       
        減債基⾦
        その他
      その他 7,234,154                         
      徴収不能引当⾦
  流動資産 49,832,225                       
    現⾦預⾦ 4,071,295                         
    未収⾦
    短期貸付⾦
    基⾦ 45,760,930                       
      財政調整基⾦ 45,760,930                       
      減債基⾦
    棚卸資産
    その他
    徴収不能引当⾦ 純資産合計 1,358,951,915                  
資産合計 1,453,711,525                  負債及び純資産合計 1,453,711,525                  

貸借対照表

（令和２年３月３１日）



笠間地方広域事務組合 【様式第 2号】

（単位：円） 

金額
153,332,423                        
142,688,468                        
28,726,418                          
10,141,428                          

5,097,581                            
13,487,409                          

112,610,257                        
61,888,056                          
15,472,784                          
35,249,417                          

1,351,793                            
1,351,793                            

10,643,955                          
10,643,955                          

36,531,594                          
36,349,570                          

182,024                               
116,800,829                        

-                                          
-                                          
-                                          
-                                          
-                                          
-                                          

7,538                                   
-                                          

7,538                                   
116,793,291                        

    その他
  臨時利益
    資産売却益
    その他
純行政コスト

      社会保障給付

      物件費等
        物件費
        維持補修費
        減価償却費
        その他

        支払利息
        徴収不能引当⾦繰入額
        その他
    移転費用
      補助⾦等

      その他の業務費用

    災害復旧事業費
    資産除売却損
    投資損失引当⾦繰入額
    損失補償等引当⾦繰入額

      他会計への繰出⾦
      その他
  経常収益
    使用料及び手数料
    その他
純経常行政コスト
  臨時損失

        その他

科目名
  経常費用

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

    業務費用
      人件費
        職員給与費
        賞与等引当⾦繰入額
        退職手当引当⾦繰入額



笠間地方広域事務組合 【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 1,341,666,206 1,474,278,326 -132,612,120 
  純行政コスト（△） -116,793,291 -116,793,291 
  財源 134,079,000 134,079,000 
    税収等 134,079,000 134,079,000 
    国県等補助⾦ - - 
  本年度差額 17,285,709 17,285,709 
  固定資産等の変動（内部変動） -24,645,634 24,645,634 
    有形固定資産等の増加 9,428,400 -9,428,400 
    有形固定資産等の減少 -35,249,417 35,249,417 
    貸付⾦・基⾦等の増加 6,282,938 -6,282,938 
    貸付⾦・基⾦等の減少 -5,107,555 5,107,555 
  資産評価差額 - - 
  無償所管換等 - - 
  その他 - - - 
  本年度純資産変動額 17,285,709 -24,645,634 41,931,343 
本年度末純資産残高 1,358,951,915 1,449,632,692 -90,680,777 

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



笠間地方広域事務組合 【様式第 4号】

（単位：円） 

金額

112,985,425                               
102,341,470                               
23,628,837                                 
77,360,840                                 
1,351,793                                   

-                                                 
10,643,955                                 
10,643,955                                 

-                                                 
-                                                 
-                                                 

170,610,594                               
134,079,000                               

-                                                 
36,349,570                                 

182,024                                      
-                                                 
-                                                 
-                                                 
-                                                 

57,625,169                                 

15,701,364                                 
9,428,400                                   
6,272,964                                   

-                                                 
-                                                 
-                                                 
-                                                 
-                                                 
-                                                 
-                                                 
-                                                 

-15,701,364                                

38,192,575                                 
38,192,575                                 

-                                                 
-                                                 
-                                                 
-                                                 

-38,192,575                                
3,731,230                                   

340,065                                      
4,071,295                                   

-                                                 
-                                                 
-                                                 

4,071,295                                   

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

    その他の収入
財務活動収支
本年度資⾦収支額
前年度末資⾦残高
本年度末資⾦残高

前年度末歳計外現⾦残高

    地方債発行収入

    国県等補助⾦収入
    基⾦取崩収入
    貸付⾦元⾦回収収入
    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
    地方債償還支出
    その他の支出
  財務活動収入

  投資活動収入

    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
    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

    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
  臨時支出

  業務収入

  業務支出
    業務費用支出
      人件費支出
      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
      他会計への繰出支出
      その他の支出

科目名
【業務活動収支】

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


