
東総衛生組合 【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 1,511,999,676   固定負債 796,897,828

    有形固定資産 1,503,172,676     地方債 636,495,240

      事業用資産 1,247,259,310     長期未払金 -

        土地 173,980,517     退職手当引当金 159,761,284

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 3,685,187,840     その他 641,304

        建物減価償却累計額 -2,611,909,047   流動負債 98,487,751

        工作物 -     １年内償還予定地方債 82,195,625

        工作物減価償却累計額 -     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 8,577,730

        航空機 -     預り金 18,748

        航空機減価償却累計額 -     その他 7,695,648

        その他 - 負債合計 895,385,579

        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 1,705,189,372

      インフラ資産 248,218,045   余剰分（不足分） -846,041,044

        土地 184,731,399

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        工作物 107,399,024

        工作物減価償却累計額 -43,912,378

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 -

      物品 13,518,921

      物品減価償却累計額 -5,823,600

    無形固定資産 8,336,952

      ソフトウェア 8,336,952

      その他 -

    投資その他の資産 490,048

      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 531,852

      長期貸付金 -

      基金 -

        減債基金 -

        その他 -

      その他 -

      徴収不能引当金 -41,804

  流動資産 242,534,231

    現金預金 48,386,591

    未収金 1,039,661

    短期貸付金 -

    基金 193,189,696

      財政調整基金 193,189,696

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -81,717 純資産合計 859,148,328

資産合計 1,754,533,907 負債及び純資産合計 1,754,533,907

貸借対照表
（平成30年3月31日現在）



東総衛生組合 【様式第2号】

（単位：円）

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

科目名 金額

  経常費用 519,293,918

    業務費用 516,799,682

      人件費 112,626,987

        職員給与費 94,401,973

        賞与等引当金繰入額 8,577,730

        退職手当引当金繰入額 9,325,950

        その他 321,334

      物件費等 395,528,854

        物件費 245,395,153

        維持補修費 71,334,000

        減価償却費 78,799,701

        その他 -

      その他の業務費用 8,643,841

        支払利息 8,210,099

        徴収不能引当金繰入額 45,132

        その他 388,610

    移転費用 2,494,236

      補助金等 2,423,536

      社会保障給付 -

      他会計への繰出金 -

      その他 70,700

  経常収益 288,438,818

    使用料及び手数料 288,038,180

    その他 400,638

純経常行政コスト 230,855,100

  臨時損失 -

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 -

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

純行政コスト 230,855,100

    その他 -

  臨時利益 -

    資産売却益 -



東総衛生組合 【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 821,635,964 1,750,391,342 -928,755,378

  純行政コスト（△） -230,855,100 -230,855,100

  財源 268,367,464 268,367,464

    税収等 268,367,464 268,367,464

    国県等補助金 - -

  本年度差額 37,512,364 37,512,364

  固定資産等の変動（内部変動） -45,201,970 45,201,970

    有形固定資産等の増加 2,624,400 -2,624,400

    有形固定資産等の減少 -78,799,701 78,799,701

    貸付金・基金等の増加 31,036,464 -31,036,464

    貸付金・基金等の減少 -63,133 63,133

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 - -

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 37,512,364 -45,201,970 82,714,334

本年度末純資産残高 859,148,328 1,705,189,372 -846,041,044

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



東総衛生組合 【様式第4号】

（単位：円）

資金収支計算書
自　平成29年4月1日
至　平成30年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 446,903,028

    業務費用支出 428,219,756

      人件費支出 102,953,756

      物件費等支出 317,055,901

      支払利息支出 8,210,099

      その他の支出 -

    移転費用支出 18,683,272

      補助金等支出 18,612,572

      社会保障給付支出 -

      他会計への繰出支出 -

      その他の支出 70,700

  業務収入 556,746,784

    税収等収入 268,367,464

    国県等補助金収入 -

    使用料及び手数料収入 287,978,682

    その他の収入 400,638

  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 109,843,756

【投資活動収支】

  投資活動支出 41,356,512

    公共施設等整備費支出 10,320,048

    基金積立金支出 31,036,464

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 -

    国県等補助金収入 -

    基金取崩収入 -

    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 -41,356,512

【財務活動収支】

  財務活動支出 81,335,299

    地方債償還支出 81,335,299

    その他の支出 -

  財務活動収入 -

    地方債発行収入 -

前年度末歳計外現金残高 411,389

本年度歳計外現金増減額 -392,641

本年度末歳計外現金残高 18,748

本年度末現金預金残高 48,386,591

    その他の収入 -

財務活動収支 -81,335,299

本年度資金収支額 -12,848,055

前年度末資金残高 61,215,898

本年度末資金残高 48,367,843


