
 統一的な基準による 東根市外二市一町共立衛生処理組合 

平成 30 年度 財務書類４表（一般会計等） 概要 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
各勘定科目や項目の金額を表示単位未満で四捨五入してい

るため、合計等の金額が一致しない場合があります。 

 

資産 45 億 0,080 万円 
これまでに取得した資産 
（土地、建物、基金や現金等） 

【内訳】 

１ 有形固定資産等 41 億 2,284 万円 

２ 投資その他の資産 3 億 0,568 万円 

３ 流動資産 7,228 万円 

うち現金預金 7,228 万円 

負債 18 億 0,001 万円 
将来の世代が負担するもの 
（地方債、退職手当引当金等） 

純資産 27 億 0,079 万円 
これまでの世代が負担したもの 
（固定資産等形成分、余剰・不足分） 

貸 借 対 照 表 

当組合が保有している土地や建物などの財産（資産）と、その財産を築くための財源（税収・補
助⾦や借⼊⾦など）を、年度末時点で左右に並べて⽐較した表です。 

これにより、現在までに整備された資産の財源構成のうち、将来の世代が負担するもの（負債）
とこれまでの世代が負担したもの（純資産）を把握することができます。 

行政コスト計算書 

人的サービスや給付サービスなどの資産形成に
つながらない⾏政サービスに要した費⽤（コスト）
と、それに対する受益者負担分（収益）を表して
います。 

経常費用（Ａ） 17 億 4,912 万円 

【内訳】 
業務費用(人件費、物件費など) 17 億 4,244 万円 
移転費用(補助金など) 667 万円 

経常収益（Ｂ） 8 億 8,268 万円 
行政サービスの受益者負担分である使用
料や手数料など 

純経常行政コスト（Ｃ）＝ (A)－(B) 8 億 6,643 万円 
経常費用から経常収益を差し引いた、経常
的な行政活動により生じたコスト 

臨時損失（Ｄ）           － 
資産除売却損 

臨時利益（Ｅ） － 
資産除売却益 

純行政コスト（Ｆ）= (C)＋(D)－(E) 8 億 6,643 万円 
純経常行政コストに、臨時損失・臨時利
益を加減した全行政活動によって生じた
コスト 

純資産変動計算書 

貸借対照表の「純資産」について、１年間でど
のような増減があったかを示しています。 

前年度末純資産残高（Ａ） 26 億 5,910 万円 

本年度純資産変動額（Ｂ） 4,169 万円 

【内訳】 
純行政コスト        △8 億 6,643 万円 
財源（税収等、国県等補助金）                 9 億 0,812 万円 
無償所管換え －万円 

本年度末純資産残高 (Ｃ) ＝ (A)＋(B) 27 億 0,079 万円 

資金収支計算書 

１年間の資⾦の増減を「業務活動」、「投資活動」、
「財務活動」の活動別に示しています。 

前年度末資金残高 5,898 万円 

本年度資金収支額 838万円 

【内訳】 
業務活動収支（税収など） 3 億 9,912 万円 
投資活動収支（設備投資など）△6 億 3,546 万円 
財務活動収支（借入など） 2 億 4,471 万円 

本年度末資金残高 6,735 万円 

前年度末歳計外現金残高 34 万円 
本年度歳計外現金増減額      459 万円 
本年度末歳計外現金残高         493 万円 

本年度末現金預金残高 7,228 万円 



【様式第1号】

（単位：千円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 4,428,522   固定負債 1,542,999

    有形固定資産 4,122,031     地方債 1,267,061

      事業用資産 3,266,031     長期未払金 -

        土地 543,355     退職手当引当金 275,938

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 3,807,933     その他 -

        建物減価償却累計額 (2,425,567)   流動負債 257,016

        工作物 4,235,935     １年内償還予定地方債 219,208

        工作物減価償却累計額 (3,404,556)     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 32,878

        航空機 -     預り金 4,930

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 1,800,015

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 508,931   固定資産等形成分 4,428,522

      インフラ資産 -   余剰分（不足分） (1,727,733)

        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 11,166,314

      物品減価償却累計額 (10,310,314)

    無形固定資産 813

      ソフトウェア 813

      その他 -

    投資その他の資産 305,678

      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 1,752

      長期貸付金 -

      基金 303,927

        減債基金 9,538

        その他 294,388

      その他 -

      徴収不能引当金 -

  流動資産 72,281

    現金預金 72,281

    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 2,700,789

資産合計 4,500,804 負債及び純資産合計 4,500,804

貸借対照表
（平成31年3月31日現在）



【様式第2号】

（単位：千円）

    その他 -

純行政コスト 866,432

    その他 -

  臨時利益 -

    資産売却益 -

    資産除売却損 0

    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 866,432

  臨時損失 0

    災害復旧事業費 -

  経常収益 882,684

    使用料及び手数料 815,481

    その他 67,202

      社会保障給付 -

      他会計への繰出金 -

      その他 1,874

        その他 31

    移転費用 6,674

      補助金等 4,800

      その他の業務費用 10,881

        支払利息 10,849

        徴収不能引当金繰入額 -

        維持補修費 252

        減価償却費 370,052

        その他 5,163

        その他 32,107

      物件費等 1,246,543

        物件費 871,076

        職員給与費 390,522

        賞与等引当金繰入額 32,878

        退職手当引当金繰入額 29,511

  経常費用 1,749,115

    業務費用 1,742,441

      人件費 485,018

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

科目名 金額



【様式第3号】

（単位：千円）

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 2,659,097 4,163,158 (1,504,061)

  純行政コスト（△） (866,432) (866,432)

  財源 908,124 908,124

    税収等 907,683 907,683

    国県等補助金 441 441

  本年度差額 41,692 41,692

  固定資産等の変動（内部変動） 265,364 (265,364)

    有形固定資産等の増加 613,447 (613,447)

    有形固定資産等の減少 (370,052) 370,052

    貸付金・基金等の増加 90,833 (90,833)

    貸付金・基金等の減少 (68,865) 68,865

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 - -

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 41,692 265,364 (223,672)

本年度末純資産残高 2,700,789 4,428,522 (1,727,733)

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



【様式第4号】

（単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 335

本年度歳計外現金増減額 4,595

本年度末歳計外現金残高 4,930

本年度末現金預金残高 72,281

    その他の収入 -

財務活動収支 244,712

本年度資金収支額 8,376

前年度末資金残高 58,976

本年度末資金残高 67,351

  財務活動支出 230,988

    地方債償還支出 230,988

    その他の支出 -

  財務活動収入 475,700

    地方債発行収入 475,700

    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 (635,459)

【財務活動収支】

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 68,821

    国県等補助金収入 -

    基金取崩収入 68,821

【投資活動収支】

  投資活動支出 704,280

    公共施設等整備費支出 613,447

    基金積立金支出 90,833

    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 399,123

  業務収入 1,790,851

    税収等収入 907,683

    国県等補助金収入 441

    使用料及び手数料収入 815,525

    その他の収入 67,202

    移転費用支出 49,173

      補助金等支出 47,299

      社会保障給付支出 -

      他会計への繰出支出 -

      その他の支出 1,874

    業務費用支出 1,342,555

      人件費支出 455,183

      物件費等支出 876,491

      支払利息支出 10,849

      その他の支出 31

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

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 1,391,728


