
【様式第1号】

自治体名：尾三衛生組合

会計：一般会計 （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 6,810,414,568   固定負債 1,046,132,015

    有形固定資産 6,699,828,198     地方債 858,836,284

      事業用資産 4,188,164,782     長期未払金 -

        土地 2,583,556,400     退職手当引当金 184,609,917

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 3,167,473,162     その他 2,685,814

        建物減価償却累計額 -1,760,088,416   流動負債 139,009,265

        工作物 361,512,021     １年内償還予定地方債 120,461,265

        工作物減価償却累計額 -164,288,385     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 15,123,859

        航空機 -     預り金 278,269

        航空機減価償却累計額 -     その他 3,145,872

        その他 - 負債合計 1,185,141,280

        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 7,128,154,163

      インフラ資産 1   余剰分（不足分） -1,096,292,426

        土地 -

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        工作物 1

        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 12,262,846,173

      物品減価償却累計額 -9,751,182,758

    無形固定資産 2,267,352

      ソフトウェア 2,267,352

      その他 -

    投資その他の資産 108,319,018

      投資及び出資金 5,800,000

        有価証券 -

        出資金 5,800,000

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 -

      長期貸付金 -

      基金 102,519,018

        減債基金 -

        その他 102,519,018

      その他 -

      徴収不能引当金 -

  流動資産 406,588,449

    現金預金 88,848,854

    未収金 -

    短期貸付金 -

    基金 317,739,595

      財政調整基金 317,739,595

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 - 純資産合計 6,031,861,737

資産合計 7,217,003,017 負債及び純資産合計 7,217,003,017

貸借対照表
（令和2年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：尾三衛生組合

会計：一般会計 （単位：円）

    その他 -

純行政コスト 1,008,881,817

    その他 -

  臨時利益 -

    資産売却益 -

    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 -

純経常行政コスト 1,008,881,817

  臨時損失 -

    災害復旧事業費 -

  経常収益 324,626,811

    使用料及び手数料 317,271,200

    その他 7,355,611

      社会保障給付 -

      他会計への繰出金 -

      その他 568,100

        その他 2,306,493

    移転費用 38,201,020

      補助金等 37,632,920

      その他の業務費用 2,933,362

        支払利息 626,869

        徴収不能引当金繰入額 -

        維持補修費 227,968,290

        減価償却費 243,342,599

        その他 -

        その他 1,167,429

      物件費等 1,105,355,617

        物件費 634,044,728

        職員給与費 154,351,341

        賞与等引当金繰入額 15,123,859

        退職手当引当金繰入額 16,376,000

  経常費用 1,333,508,628

    業務費用 1,295,307,608

      人件費 187,018,629

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



【様式第3号】

自治体名：尾三衛生組合

会計：一般会計 （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 5,979,088,554 6,953,120,705 -974,032,151

  純行政コスト（△） -1,008,881,817 -1,008,881,817

  財源 1,061,655,000 1,061,655,000

    税収等 866,034,000 866,034,000

    国県等補助金 195,621,000 195,621,000

  本年度差額 52,773,183 52,773,183

  固定資産等の変動（内部変動） 175,033,458 -175,033,458

    有形固定資産等の増加 397,807,451 -397,807,451

    有形固定資産等の減少 -243,342,599 243,342,599

    貸付金・基金等の増加 183,924,900 -183,924,900

    貸付金・基金等の減少 -163,356,294 163,356,294

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 - -

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 52,773,183 175,033,458 -122,260,275

本年度末純資産残高 6,031,861,737 7,128,154,163 -1,096,292,426

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



【様式第4号】

自治体名：尾三衛生組合

会計：一般会計 （単位：円）

前年度末歳計外現金残高 342,773

本年度歳計外現金増減額 -64,504

本年度末歳計外現金残高 278,269

本年度末現金預金残高 88,848,854

    その他の収入 -

財務活動収支 24,162,581

本年度資金収支額 -95,000,170

前年度末資金残高 183,570,755

本年度末資金残高 88,570,585

  財務活動支出 111,637,419

    地方債償還支出 106,864,779

    その他の支出 4,772,640

  財務活動収入 135,800,000

    地方債発行収入 135,800,000

    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 -222,755,057

【財務活動収支】

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 358,977,294

    国県等補助金収入 195,621,000

    基金取崩収入 163,356,294

【投資活動収支】

  投資活動支出 581,732,351

    公共施設等整備費支出 397,807,451

    基金積立金支出 183,924,900

    投資及び出資金支出 -

  臨時支出 -

    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 103,592,306

  業務収入 1,190,660,811

    税収等収入 866,034,000

    国県等補助金収入 -

    使用料及び手数料収入 317,271,200

    その他の収入 7,355,611

    移転費用支出 51,458,044

      補助金等支出 50,889,944

      社会保障給付支出 -

      他会計への繰出支出 -

      その他の支出 568,100

    業務費用支出 1,035,610,461

      人件費支出 170,664,081

      物件費等支出 862,013,018

      支払利息支出 626,869

      その他の支出 2,306,493

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】

  業務支出 1,087,068,505
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