
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 4,291,868,199           固定負債 1,083,287,612          
    有形固定資産 4,256,722,079             地方債 1,048,499,554          
      事業用資産 4,212,536,878             長期未払金 -                           
        土地 400,541,070                退職手当引当金 33,748,018              
        立木竹 -                              損失補償等引当金 -                           
        建物 5,809,716,500             その他 1,040,040                
        建物減価償却累計額 -2,014,975,284          流動負債 559,764,253             
        工作物 72,927,500                 １年内償還予定地方債 548,064,008             
        工作物減価償却累計額 -55,672,908                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 8,576,167                
        航空機 -                              預り金 1,043,998                
        航空機減価償却累計額 -                              その他 2,080,080                
        その他 -                          負債合計 1,643,051,865          
        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 4,918,123,414          
      インフラ資産 -                            余剰分（不足分） -1,565,976,261         
        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 181,749,128            
      物品減価償却累計額 -137,563,927          
    無形固定資産 3,120,120               
      ソフトウェア 3,120,120               
      その他 -                          
    投資その他の資産 32,026,000             
      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 32,026,000             
        減債基金 -                          
        その他 32,026,000             
      その他 -                          
      徴収不能引当金 -                          
  流動資産 703,330,819            
    現金預金 77,075,604             
    未収金 -                          
    短期貸付金 -                          
    基金 626,255,215            
      財政調整基金 626,255,215            
      減債基金 -                          
    棚卸資産 -                          
    その他 -                          
    徴収不能引当金 -                          純資産合計 3,352,147,153          
資産合計 4,995,199,018         負債及び純資産合計 4,995,199,018          

貸借対照表
（令和2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 1,874,435                       

純行政コスト 1,136,057,772                  

  臨時利益 1,874,435                       

    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 -                                   

    投資損失引当金繰入額 -                                   

  臨時損失 -                                   

    災害復旧事業費 -                                   

    その他 86,951,465                      

純経常行政コスト 1,137,932,207                  

  経常収益 258,985,463                    

    使用料及び手数料 172,033,998                    

      他会計への繰出金 -                                   

      その他 151,000                          

      補助金等 319,748                          

      社会保障給付 -                                   

        その他 172,112                          

    移転費用 470,748                          

        支払利息 28,739,926                      

        徴収不能引当金繰入額 -                                   

        その他 -                                   

      その他の業務費用 28,912,038                      

        維持補修費 88,296,088                      

        減価償却費 173,007,172                    

      物件費等 1,194,901,641                  

        物件費 933,598,381                    

        退職手当引当金繰入額 -                                   

        その他 54,510,067                      

        職員給与費 109,547,009                    

        賞与等引当金繰入額 8,576,167                       

      人件費 172,633,243                    

科目名 金額

  経常費用 1,396,917,670                  

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

    業務費用 1,396,446,922                  



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 2,884,938,925     5,052,336,170     -2,167,397,245    

  純行政コスト（△） -1,136,057,772    -1,136,057,772    

  財源 1,603,266,000     1,603,266,000     

    税収等 1,603,266,000     1,603,266,000     

    国県等補助金 -                       -                       

  本年度差額 467,208,228        467,208,228        

  固定資産等の変動（内部変動） -134,212,756      134,212,756        

    有形固定資産等の増加 29,604,416          -29,604,416        

    有形固定資産等の減少 -173,007,172      173,007,172        

    貸付金・基金等の増加 51,223,576          -51,223,576        

    貸付金・基金等の減少 -42,033,576        42,033,576          

  資産評価差額 -                       -                       

  無償所管換等 -                       -                       

  その他 -                       -                       

  本年度純資産変動額 467,208,228        -134,212,756      601,420,984        

本年度末純資産残高 3,352,147,153     4,918,123,414     -1,565,976,261    

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



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 46,287,568                           
本年度末資金残高 76,031,606                           

  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 -573,302,914                        
本年度資金収支額 29,744,038                           

投資活動収支 -34,566,416                         
【財務活動収支】

  財務活動支出 573,302,914                         
    地方債償還支出 571,222,834                         
    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 42,033,576                           
    貸付金元金回収収入 -                                        

    基金積立金支出 46,995,576                           
    投資及び出資金支出 -                                        

  投資活動支出 76,599,992                           
    公共施設等整備費支出 29,604,416                           

  投資活動収入 42,033,576                           

    災害復旧事業費支出 -                                        

    使用料及び手数料収入 172,033,998                         
    その他の収入 86,951,465                           

業務活動収支 637,613,368                         
【投資活動収支】

    その他の支出 -                                        
  臨時収入 -                                        

    税収等収入 1,603,266,000                       
    国県等補助金収入 -                                        

      その他の支出 151,000                               

  業務収入 1,862,251,463                       

  臨時支出 -                                        

173,360,840                         
      物件費等支出 1,022,066,581                       

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

    移転費用支出 470,748                               
      補助金等支出 319,748                               

本年度末歳計外現金残高 1,043,998                             
本年度末現金預金残高 77,075,604                           

資金収支計算書
自　平成31年 4月 1日

前年度末歳計外現金残高 1,125,713                             
本年度歳計外現金増減額 -81,715                               

  業務支出 1,224,638,095                       
    業務費用支出 1,224,167,347                       

至　令和 2年 3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

      支払利息支出 28,739,926                           
      その他の支出 -                                        

      人件費支出


