
【様式第1号】

現在
自治体名： 尾三衛生組合

会 計 ： 一般会計 （単位：円）

金額 金額

6,548,071,779 922,239,893

6,439,665,586 738,356,962

4,093,207,474

2,583,556,400 183,044,949

3,167,473,162 837,982

-1,847,689,589 137,255,706

361,512,021 120,479,322

-171,644,520

14,644,995

283,557

1,847,832

1,059,495,599

6,837,513,327

1 -991,769,926

1

12,266,270,698

-9,919,812,587

108,406,193

5,800,000

5,800,000

102,606,193

102,606,193

357,167,221

67,725,673

289,441,548

289,441,548

5,845,743,401

6,905,239,000 6,905,239,000

貸借対照表
令和3年3月31日

科目名 科目名

【資産の部】 【負債の部】

        土地     退職手当引当金

        立木竹     損失補償等引当金

        建物     その他

  固定資産   固定負債

    有形固定資産     地方債

      事業用資産     長期未払金

        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

        建物減価償却累計額   流動負債

        工作物     １年内償還予定地方債

        工作物減価償却累計額     未払金

        その他 負債合計

        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

        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

        建物減価償却累計額

        工作物

        工作物減価償却累計額

      インフラ資産   余剰分（不足分）

        土地

        建物

      物品

      物品減価償却累計額

    無形固定資産

        その他

        その他減価償却累計額

        建設仮勘定

      投資及び出資金

        有価証券

        出資金

      ソフトウェア

      その他

    投資その他の資産

      長期貸付金

      基金

        減債基金

        その他

      投資損失引当金

      長期延滞債権

  流動資産

    現金預金

    未収金

        その他

      その他

      徴収不能引当金

      減債基金

    棚卸資産

    その他

    短期貸付金

    基金

      財政調整基金

    徴収不能引当金 純資産合計

資産合計 負債及び純資産合計



【様式第2号】

（自）

（至）

自治体名： 尾三衛生組合

会 計 ： 一般会計 （単位：円）

  経常費用 1,434,884,100

行政コスト計算書
令和2年4月1日

令和3年3月31日

科目名 金額

    業務費用 1,395,333,288

      人件費 183,444,235

        職員給与費 156,521,308

        賞与等引当金繰入額 14,644,995

        退職手当引当金繰入額 11,080,932

        その他 1,197,000

      物件費等 1,208,868,915

        物件費 637,666,538

        維持補修費 304,218,413

        減価償却費 266,983,964

        その他

      その他の業務費用 3,020,138

        支払利息 675,025

        徴収不能引当金繰入額

        その他 2,345,113

    移転費用 39,550,812

      補助金等 39,082,412

      社会保障給付

      他会計への繰出金

      その他 468,400

  経常収益 307,772,764

    使用料及び手数料 303,796,200

    その他 3,976,564

純経常行政コスト 1,127,111,336

  臨時損失

    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

    その他

純行政コスト 1,127,111,336

  臨時利益

    資産売却益

    その他



【様式第3号】

（自）

（至）

自治体名： 尾三衛生組合

会 計 ： 一般会計 （単位：円）

合計 固定資産等形成分 余剰分(不足分)

6,031,861,737 7,128,154,163 -1,096,292,426

-1,127,111,336 -1,127,111,336

940,993,000 940,993,000

940,993,000 940,993,000

-186,118,336 -186,118,336

-290,640,836 290,640,836

4,554,000 -4,554,000

-266,983,964 266,983,964

88,917,128 -88,917,128

-117,128,000 117,128,000

-186,118,336 -290,640,836 104,522,500

5,845,743,401 6,837,513,327 -991,769,926

    有形固定資産等の増加

純資産変動計算書
令和2年4月1日

令和3年3月31日

科目名

前年度末純資産残高

  純行政コスト（△）

  財源

    税収等

    国県等補助金

  本年度差額

  固定資産等の変動（内部変動）

  本年度純資産変動額

本年度末純資産残高

    有形固定資産等の減少

    貸付金・基金等の増加

    貸付金・基金等の減少

  資産評価差額

  無償所管換等

  その他



【様式第4号】

（自）

（至）

自治体名： 尾三衛生組合

会 計 ： 一般会計 （単位：円）

  業務支出 1,169,943,968

    業務費用支出 1,117,747,256

      人件費支出 172,842,167

資金収支計算書
令和2年4月1日

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 52,196,712

      補助金等支出 51,728,312

      社会保障給付支出

      物件費等支出 941,884,951

      支払利息支出 675,025

      その他の支出 2,345,113

    税収等収入 940,993,000

    国県等補助金収入

    使用料及び手数料収入 303,796,200

      他会計への繰出支出

      その他の支出 468,400

  業務収入 1,248,765,764

    その他の支出

  臨時収入

業務活動収支 78,821,796

    その他の収入 3,976,564

  臨時支出

    災害復旧事業費支出

    基金積立金支出 88,917,128

    投資及び出資金支出

    貸付金支出

【投資活動収支】

  投資活動支出 93,471,128

    公共施設等整備費支出 4,554,000

    基金取崩収入 117,128,000

    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 117,128,000

    国県等補助金収入

  財務活動支出 123,607,137

    地方債償還支出 120,461,265

    その他の支出 3,145,872

    その他の収入

投資活動収支 23,656,872

【財務活動収支】

財務活動収支 -123,607,137

本年度資金収支額 -21,128,469

前年度末資金残高 88,570,585

  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 283,557

本年度末現金預金残高 67,725,673

本年度末資金残高 67,442,116

前年度末歳計外現金残高 278,269

本年度歳計外現金増減額 5,288


