
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 4,584,152,260           固定負債 2,202,737,531          
    有形固定資産 4,552,953,530             地方債 2,167,786,396          
      事業用資産 4,538,964,954             長期未払金 -                           
        土地 400,541,070                退職手当引当金 29,750,935              
        立木竹 -                              損失補償等引当金 -                           
        建物 5,809,716,500             その他 5,200,200                
        建物減価償却累計額 -1,691,644,928          流動負債 583,428,906             
        工作物 72,927,500                 １年内償還予定地方債 564,478,665             
        工作物減価償却累計額 -52,575,188                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 8,856,049                
        航空機 -                              預り金 8,014,112                
        航空機減価償却累計額 -                              その他 2,080,080                
        その他 -                          負債合計 2,786,166,437          
        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 5,195,465,156          
      インフラ資産 -                            余剰分（不足分） -2,729,811,872         
        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 154,883,712            
      物品減価償却累計額 -140,895,136          
    無形固定資産 7,541,730               
      ソフトウェア 7,541,730               
      その他 -                          
    投資その他の資産 23,657,000             
      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 23,657,000             
        減債基金 -                          
        その他 23,657,000             
      その他 -                          
      徴収不能引当金 -                          
  流動資産 667,667,461            
    現金預金 56,354,565             
    未収金 -                          
    短期貸付金 -                          
    基金 611,312,896            
      財政調整基金 611,312,896            
      減債基金 -                          
    棚卸資産 -                          
    その他 -                          
    徴収不能引当金 -                          純資産合計 2,465,653,284          
資産合計 5,251,819,721         負債及び純資産合計 5,251,819,721          

貸借対照表
（平成30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 1,106,234,814                  

  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 1                                   

    投資損失引当金繰入額 -                                   

  臨時損失 1                                   

    災害復旧事業費 -                                   

    その他 90,020,422                      

純経常行政コスト 1,106,234,813                  

  経常収益 260,503,655                    

    使用料及び手数料 170,483,233                    

      他会計への繰出金 -                                   

      その他 130,000                          

      補助金等 517,604                          

      社会保障給付 -                                   

        その他 574,316                          

    移転費用 647,604                          

        支払利息 44,843,909                      

        徴収不能引当金繰入額 -                                   

        その他 651,404                          

      その他の業務費用 45,418,225                      

        維持補修費 1,620,000                       

        減価償却費 173,929,251                    

      物件費等 1,150,323,535                  

        物件費 974,122,880                    

        退職手当引当金繰入額 3,732,000                       

        その他 77,514,553                      

        職員給与費 80,246,502                      

        賞与等引当金繰入額 8,856,049                       

      人件費 170,349,104                    

科目名 金額

  経常費用 1,366,738,468                  

行政コスト計算書
自　平成29年 4月 1日

至　平成30年 3月31日

    業務費用 1,366,090,864                  



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 1,426,388,458     4,732,381,076     -3,305,992,618    

  純行政コスト（△） -1,106,234,814    -1,106,234,814    

  財源 1,526,267,000     1,526,267,000     

    税収等 1,526,267,000     1,526,267,000     

    国県等補助金 -                       -                       

  本年度差額 420,032,186        420,032,186        

  固定資産等の変動（内部変動） -156,148,560      156,148,560        

    有形固定資産等の増加 1,042,200           -1,042,200          

    有形固定資産等の減少 -173,929,252      173,929,252        

    貸付金・基金等の増加 58,306,629          -58,306,629        

    貸付金・基金等の減少 -41,568,137        41,568,137          

  資産評価差額 619,232,640        619,232,640        

  無償所管換等 -                       -                       

  その他 -                       -                       

  本年度純資産変動額 1,039,264,826     463,084,080        576,180,746        

本年度末純資産残高 2,465,653,284     5,195,465,156     -2,729,811,872    

純資産変動計算書
自　平成29年 4月 1日
至　平成30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 61,226,545                           
本年度末資金残高 48,340,453                           

  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 -593,071,640                        
本年度資金収支額 -12,886,092                         

投資活動収支 -13,732,922                         
【財務活動収支】

  財務活動支出 593,071,640                         
    地方債償還支出 590,991,560                         
    その他の支出 2,080,080                             

    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 41,568,137                           
    貸付金元金回収収入 -                                        

    基金積立金支出 54,258,859                           
    投資及び出資金支出 -                                        

  投資活動支出 55,301,059                           
    公共施設等整備費支出 1,042,200                             

  投資活動収入 41,568,137                           

    災害復旧事業費支出 -                                        

    使用料及び手数料収入 170,483,233                         
    その他の収入 90,020,422                           

業務活動収支 593,918,470                         
【投資活動収支】

    その他の支出 -                                        
  臨時収入 -                                        

    税収等収入 1,526,267,000                       
    国県等補助金収入 -                                        

      その他の支出 130,000                               

  業務収入 1,786,770,655                       

  臨時支出 -                                        

170,392,072                         
      物件費等支出 976,968,600                         

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

    移転費用支出 647,604                               
      補助金等支出 517,604                               

本年度末歳計外現金残高 8,014,112                             
本年度末現金預金残高 56,354,565                           

資金収支計算書
自　平成29年 4月 1日

前年度末歳計外現金残高 8,237,364                             
本年度歳計外現金増減額 -223,252                              

  業務支出 1,192,852,185                       
    業務費用支出 1,192,204,581                       

至　平成30年 3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

      支払利息支出 44,843,909                           
      その他の支出 -                                        

      人件費支出


