
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 4,115,061,479           固定負債 530,464,132             
    有形固定資産 4,077,692,439             地方債 493,703,238             
      事業用資産 4,043,157,518             長期未払金 -                           
        土地 400,541,070                退職手当引当金 36,760,894              
        立木竹 -                              損失補償等引当金 -                           
        建物 5,813,818,500             その他 -                           
        建物減価償却累計額 -2,177,384,184          流動負債 567,410,002             
        工作物 49,118,500                 １年内償還予定地方債 554,796,316             
        工作物減価償却累計額 -42,936,368                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 10,913,423              
        航空機 -                              預り金 660,223                  
        航空機減価償却累計額 -                              その他 1,040,040                
        その他 -                          負債合計 1,097,874,134          
        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 4,803,115,368          
      インフラ資産 -                            余剰分（不足分） -1,032,677,965         
        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 -147,214,207          
    無形固定資産 1,040,040               
      ソフトウェア 1,040,040               
      その他 -                          
    投資その他の資産 36,329,000             
      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 36,329,000             
        減債基金 -                          
        その他 36,329,000             
      その他 -                          
      徴収不能引当金 -                          
  流動資産 753,250,058            
    現金預金 65,196,169             
    未収金 -                          
    短期貸付金 -                          
    基金 688,053,889            
      財政調整基金 688,053,889            
      減債基金 -                          
    棚卸資産 -                          
    その他 -                          
    徴収不能引当金 -                          純資産合計 3,770,437,403          
資産合計 4,868,311,537         負債及び純資産合計 4,868,311,537          

貸借対照表
（令和3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） 

行政コスト計算書
自　令和2年 4月 1日

至　令和 3年 3月31日

    業務費用 1,256,457,726                  

      人件費 162,136,149                    

科目名 金額

  経常費用 1,256,791,601                  

        退職手当引当金繰入額 -                                   

        その他 45,603,557                      

        職員給与費 105,619,169                    

        賞与等引当金繰入額 10,913,423                      

        維持補修費 13,635,633                      

        減価償却費 173,549,030                    

      物件費等 1,072,509,966                  

        物件費 885,325,303                    

        支払利息 20,787,812                      

        徴収不能引当金繰入額 -                                   

        その他 -                                   

      その他の業務費用 21,811,611                      

      補助金等 244,475                          

      社会保障給付 -                                   

        その他 1,023,799                       

    移転費用 333,875                          

  経常収益 251,397,417                    

    使用料及び手数料 171,386,238                    

      他会計への繰出金 -                                   

      その他 89,400                           

  臨時損失 -                                   

    災害復旧事業費 -                                   

    その他 80,011,179                      

純経常行政コスト 1,005,394,184                  

    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 -                                   

    その他 1,290,124                       

純行政コスト 1,004,104,060                  

  臨時利益 1,290,124                       

    資産売却益 -                                   



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 3,352,147,153     4,918,123,414     -1,565,976,261    

  純行政コスト（△） -1,004,104,060    -1,004,104,060    

  財源 1,429,955,000     1,429,955,000     

    税収等 1,429,955,000     1,429,955,000     

    国県等補助金 -                       -                       

  本年度差額 425,850,940        425,850,940        

  固定資産等の変動（内部変動） -107,447,356      107,447,356        

    有形固定資産等の増加 -                       -                       

    有形固定資産等の減少 -173,549,030      173,549,030        

    貸付金・基金等の増加 79,967,146          -79,967,146        

    貸付金・基金等の減少 -13,865,472        13,865,472          

  資産評価差額 -                       -                       

  無償所管換等 -7,560,690          -7,560,690          

  その他 -                       -                       

  本年度純資産変動額 418,290,250        -115,008,046      533,298,296        

本年度末純資産残高 3,770,437,403     4,803,115,368     -1,032,677,965    

純資産変動計算書
自　令和2年 4月 1日
至　令和 3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） 

本年度末歳計外現金残高 660,223                               
本年度末現金預金残高 65,196,169                           

資金収支計算書
自　令和2年 4月 1日

前年度末歳計外現金残高 1,043,998                             
本年度歳計外現金増減額 -383,775                              

  業務支出 1,082,985,395                       
    業務費用支出 1,082,651,520                       

至　令和 3年 3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

      支払利息支出 20,787,812                           
      その他の支出 1,023,799                             

      人件費支出 159,798,893                         
      物件費等支出 901,041,016                         

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

    移転費用支出 333,875                               
      補助金等支出 244,475                               

    税収等収入 1,429,955,000                       
    国県等補助金収入 -                                        

      その他の支出 89,400                                 

  業務収入 1,681,352,417                       

  臨時支出 -                                        
    災害復旧事業費支出 -                                        

    使用料及び手数料収入 171,386,238                         
    その他の収入 80,011,179                           

業務活動収支 598,367,022                         
【投資活動収支】

    その他の支出 -                                        
  臨時収入 -                                        

    基金積立金支出 75,664,146                           
    投資及び出資金支出 -                                        

  投資活動支出 75,664,146                           
    公共施設等整備費支出 -                                        

  投資活動収入 13,865,472                           
    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 13,865,472                           
    貸付金元金回収収入 -                                        

投資活動収支 -61,798,674                         
【財務活動収支】

  財務活動支出 548,064,008                         
    地方債償還支出 548,064,008                         
    その他の支出 -                                        

前年度末資金残高 76,031,606                           
本年度末資金残高 64,535,946                           

  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 -548,064,008                        
本年度資金収支額 -11,495,660                         


