
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 1,434,790,360                   固定負債 94,759,610                      
    有形固定資産 1,422,458,625                     地方債 94,759,610                      
      事業用資産 1,406,758,620                     ⾧期未払金
        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 -505,426,084                     流動負債 38,192,575                      
        工作物 317,735,400                        １年内償還予定地方債 38,192,575                      
        工作物減価償却累計額 -200,903,418                       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 132,952,185                    
        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 1,474,278,326                 
      インフラ資産 15,700,000                        余剰分（不足分） -132,612,120                   
        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 12,331,735                      
      投資及び出資金 -                                      
        有価証券
        出資金
        その他
      投資損失引当金
      ⾧期延滞債権
      ⾧期貸付金
      基金 -                                      
        減債基金
        その他
      その他 12,331,735                      
      徴収不能引当金
  流動資産 39,828,031                      
    現金預金 340,065                           
    未収金
    短期貸付金
    基金 39,487,966                      
      財政調整基金 39,487,966                      
      減債基金
    棚卸資産
    その他
    徴収不能引当金 純資産合計 1,341,666,206                 
資産合計 1,474,618,391                 負債及び純資産合計 1,474,618,391                 

貸借対照表

（平成３１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

181,881,439                        
171,184,215                        
28,167,420                          
10,043,328                          

4,630,208                            
13,493,884                          

141,214,043                        
67,462,830                          
36,039,481                          
37,711,732                          

1,802,752                            
1,802,752                            

10,697,224                          
10,697,224                          

37,376,337                          
37,173,010                          

203,327                               

144,505,102                        
-                                          
-                                          
-                                          
-                                          
-                                          
-                                          
-                                          
-                                          
-                                          

144,505,102                        

    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

    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

      その他の業務費用

    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
        その他

科目名

  経常費用

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



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 1,345,978,308 1,509,710,866 -163,732,558 

  純行政コスト（△） -144,505,102 -144,505,102 

  財源 140,193,000 140,193,000 

    税収等 140,193,000 140,193,000 

    国県等補助金 - - 

  本年度差額 -4,312,102 -4,312,102 

  固定資産等の変動（内部変動） -35,432,540 35,432,540 

    有形固定資産等の増加 3,029,400 -3,029,400 

    有形固定資産等の減少 -37,711,732 37,711,732 

    貸付金・基金等の増加 3,889,382 -3,889,382 

    貸付金・基金等の減少 -4,639,590 4,639,590 

  資産評価差額 - - 

  無償所管換等 - - 

  その他 - - - 

  本年度純資産変動額 -4,312,102 -35,432,540 31,120,438 

本年度末純資産残高 1,341,666,206 1,474,278,326 -132,612,120 

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



笠間地方広域事務組合 【様式第 4号】

（単位：円） 

金額

139,539,499                               
128,842,275                               
23,537,212                                 

103,502,311                               
1,802,752                                   

-                                                 
10,697,224                                 
10,697,224                                 

-                                                 
-                                                 
-                                                 

177,569,337                               
140,193,000                               

-                                                 
37,173,010                                 

203,327                                      
-                                                 
-                                                 
-                                                 
-                                                 

38,029,838                                 

6,909,400                                   
3,029,400                                   
3,880,000                                   

-                                                 
-                                                 
-                                                 
-                                                 
-                                                 
-                                                 
-                                                 
-                                                 

-6,909,400                                  

37,741,616                                 
37,741,616                                 

-                                                 
-                                                 
-                                                 
-                                                 

-37,741,616                                
-6,621,178                                  
6,961,243                                   

340,065                                      

-                                                 
-                                                 
-                                                 

340,065                                      

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３０年 ４月 １日
至 平成３１年 ３月３１日


