
大隅肝属広域事務組合(連結) 【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 4,133,758,902           固定負債 2,765,564,276          
    有形固定資産 4,103,670,012             地方債 2,732,265,061          
      事業用資産 4,082,946,352             長期未払金 -                           
        土地 400,541,070                退職手当引当金 26,018,935              
        立木竹 -                              損失補償等引当金 -                           
        建物 5,809,716,500             その他 7,280,280                
        建物減価償却累計額 -2,149,212,390          流動負債 609,892,251             
        工作物 72,927,500                 １年内償還予定地方債 590,991,560             
        工作物減価償却累計額 -51,026,328                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 8,583,247                
        航空機 -                              預り金 8,237,364                
        航空機減価償却累計額 -                              その他 2,080,080                
        その他 -                          負債合計 3,375,456,527          
        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 4,732,381,076          
      インフラ資産 -                            余剰分（不足分） -3,305,992,618         
        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 155,239,512            
      物品減価償却累計額 -134,515,852          
    無形固定資産 10,479,660             
      ソフトウェア 10,479,660             
      その他 -                          
    投資その他の資産 19,609,230             
      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 19,609,230             
        減債基金 -                          
        その他 19,609,230             
      その他 -                          
      徴収不能引当金 -                          
  流動資産 668,086,083            
    現金預金 69,463,909             
    未収金 -                          
    短期貸付金 -                          
    基金 598,622,174            
      財政調整基金 598,622,174            
      減債基金 -                          
    棚卸資産 -                          
    その他 -                          
    徴収不能引当金 -                          純資産合計 1,426,388,458          
資産合計 4,801,844,985         負債及び純資産合計 4,801,844,985          

貸借対照表
（平成29年 3月31日現在）



大隅肝属広域事務組合(連結) 【様式第 2号】

（単位：円） 

    その他 -                                   

純行政コスト 1,023,193,840                  

  臨時利益 -                                   

    資産売却益 -                                   

    損失補償等引当金繰入額 -                                   

    その他 -                                   

    資産除売却損 2                                   

    投資損失引当金繰入額 -                                   

  臨時損失 2                                   

    災害復旧事業費 -                                   

    その他 109,790,349                    

純経常行政コスト 1,023,193,838                  

  経常収益 285,798,836                    

    使用料及び手数料 176,008,487                    

      他会計への繰出金 -                                   

      その他 116,800                          

      補助金等 1,119,510                       

      社会保障給付 -                                   

        その他 506,489                          

    移転費用 1,236,310                       

        支払利息 53,689,820                      

        徴収不能引当金繰入額 -                                   

        その他 401,109                          

      その他の業務費用 54,196,309                      

        維持補修費 277,782                          

        減価償却費 173,941,922                    

      物件費等 1,079,787,881                  

        物件費 905,167,068                    

        退職手当引当金繰入額 3,058,587                       

        その他 57,637,175                      

        職員給与費 104,493,165                    

        賞与等引当金繰入額 8,583,247                       

      人件費 173,772,174                    

科目名 金額

  経常費用 1,308,992,674                  

行政コスト計算書
自　平成28年 4月 1日

至　平成29年 3月31日

    業務費用 1,307,756,364                  



大隅肝属広域事務組合(連結) 【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)

前年度末純資産残高 908,855,298        4,880,033,878     -3,971,178,580    

  純行政コスト（△） -1,023,193,840    -1,023,193,840    

  財源 1,540,727,000     1,540,727,000     

    税収等 1,540,727,000     1,540,727,000     

    国県等補助金 -                       -                       

  本年度差額 517,533,160        517,533,160        

  固定資産等の変動（内部変動） -147,652,802      147,652,802        

    有形固定資産等の増加 12,700,400          -12,700,400        

    有形固定資産等の減少 -173,941,924      173,941,924        

    貸付金・基金等の増加 35,840,046          -35,840,046        

    貸付金・基金等の減少 -22,251,324        22,251,324          

  資産評価差額 -                       -                       

  無償所管換等 -                       -                       

  その他 -                       -                       

  本年度純資産変動額 517,533,160        -147,652,802      665,185,962        

本年度末純資産残高 1,426,388,458     4,732,381,076     -3,305,992,618    

純資産変動計算書
自　平成28年 4月 1日
至　平成29年 3月31日



大隅肝属広域事務組合(連結) 【様式第 4号】

（単位：円） 

前年度末資金残高 31,324,398                           
本年度末資金残高 61,226,545                           

  財務活動収入 -                                        
    地方債発行収入 -                                        
    その他の収入 -                                        
財務活動収支 -649,057,517                        
本年度資金収支額 29,902,147                           

投資活動収支 -11,928,950                         
【財務活動収支】

  財務活動支出 649,057,517                         
    地方債償還支出 646,683,137                         
    その他の支出 2,374,380                             

    国県等補助金収入 -                                        

    貸付金支出 -                                        
    その他の支出 -                                        

    資産売却収入 -                                        
    その他の収入 -                                        

    基金取崩収入 22,251,324                           
    貸付金元金回収収入 -                                        

    基金積立金支出 31,880,274                           
    投資及び出資金支出 -                                        

  投資活動支出 34,180,274                           
    公共施設等整備費支出 2,300,000                             

  投資活動収入 22,251,324                           

    災害復旧事業費支出 -                                        

    使用料及び手数料収入 176,008,487                         
    その他の収入 109,790,349                         

業務活動収支 690,888,614                         
【投資活動収支】

    その他の支出 -                                        
  臨時収入 -                                        

    税収等収入 1,540,727,000                       
    国県等補助金収入 -                                        

      その他の支出 116,800                               

  業務収入 1,826,525,836                       

  臨時支出 -                                        

174,358,644                         
      物件費等支出 906,352,448                         

      社会保障給付支出 -                                        
      他会計への繰出支出 -                                        

    移転費用支出 1,236,310                             
      補助金等支出 1,119,510                             

本年度末歳計外現金残高 8,237,364                             
本年度末現金預金残高 69,463,909                           

資金収支計算書
自　平成28年 4月 1日

前年度末歳計外現金残高 408,387                               
本年度歳計外現金増減額 7,828,977                             

  業務支出 1,135,637,222                       
    業務費用支出 1,134,400,912                       

至　平成29年 3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

      支払利息支出 53,689,820                           
      その他の支出 -                                        

      人件費支出


