
【様式第1号】

自治体名：東総衛生組合

会計：東総衛生組合一般会計 （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 1,532,641,419   固定負債 742,092,464

    有形固定資産 1,498,757,241     地方債 578,286,068

      事業用資産 1,250,022,556     長期未払金 -

        土地 173,980,517     退職手当引当金 138,612,300

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 3,818,503,000     その他 25,194,096

        建物減価償却累計額 -2,742,460,961   流動負債 99,666,763

        工作物 -     １年内償還予定地方債 83,944,010

        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 6,975,989

        航空機 -     預り金 348,732

        航空機減価償却累計額 -     その他 8,398,032

        その他 - 負債合計 841,759,227

        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 1,735,914,961

      インフラ資産 241,607,863   余剰分（不足分） -798,228,417

        土地 184,731,399

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        工作物 109,559,024

        工作物減価償却累計額 -52,682,560

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 -

      物品 15,997,421

      物品減価償却累計額 -8,870,599

    無形固定資産 33,584,373

      ソフトウェア 33,584,373

      その他 -

    投資その他の資産 299,805

      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 325,062

      長期貸付金 -

      基金 -

        減債基金 -

        その他 -

      その他 -

      徴収不能引当金 -25,257

  流動資産 246,804,352

    現金預金 42,845,655

    未収金 742,877

    短期貸付金 -

    基金 203,273,542

      財政調整基金 203,273,542

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -57,722 純資産合計 937,686,544

資産合計 1,779,445,771 負債及び純資産合計 1,779,445,771

貸借対照表
（令和2年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：東総衛生組合

会計：東総衛生組合一般会計 （単位：円）

    その他 -

純行政コスト 194,337,360

    その他 -

  臨時利益 -

    資産売却益 -

    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 -

純経常行政コスト 194,337,360

  臨時損失 -

    災害復旧事業費 -

  経常収益 292,953,023

    使用料及び手数料 292,869,491

    その他 83,532

      社会保障給付 -

      他会計への繰出金 -

      その他 70,700

        その他 391,941

    移転費用 16,762,074

      補助金等 16,691,374

      その他の業務費用 6,897,434

        支払利息 6,480,236

        徴収不能引当金繰入額 25,257

        維持補修費 77,390,500

        減価償却費 79,734,895

        その他 -

        その他 2,042,337

      物件費等 404,041,712

        物件費 246,916,317

        職員給与費 45,294,921

        賞与等引当金繰入額 6,975,989

        退職手当引当金繰入額 5,275,916

  経常費用 487,290,383

    業務費用 470,528,309

      人件費 59,589,163

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

科目名 金額



【様式第3号】

自治体名：東総衛生組合

会計：東総衛生組合一般会計 （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 882,489,904 1,656,105,615 -773,615,711

  純行政コスト（△） -194,337,360 -194,337,360

  財源 249,534,000 249,534,000

    税収等 249,534,000 249,534,000

    国県等補助金 - -

  本年度差額 55,196,640 55,196,640

  固定資産等の変動（内部変動） 79,809,346 -79,809,346

    有形固定資産等の増加 174,210,124 -174,210,124

    有形固定資産等の減少 -79,734,895 79,734,895

    貸付金・基金等の増加 17,523,568 -17,523,568

    貸付金・基金等の減少 -32,189,451 32,189,451

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 - -

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 55,196,640 79,809,346 -24,612,706

本年度末純資産残高 937,686,544 1,735,914,961 -798,228,417

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



【様式第4号】

自治体名：東総衛生組合

会計：東総衛生組合一般会計 （単位：円）

前年度末歳計外現金残高 -

本年度歳計外現金増減額 348,732

本年度末歳計外現金残高 348,732

本年度末現金預金残高 42,845,655

    その他の収入 -

財務活動収支 25,734,838

本年度資金収支額 7,566,927

前年度末資金残高 34,929,996

本年度末資金残高 42,496,923

  財務活動支出 83,065,162

    地方債償還支出 83,065,162

    その他の支出 -

  財務活動収入 108,800,000

    地方債発行収入 108,800,000

    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 -126,141,564

【財務活動収支】

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 32,000,000

    国県等補助金収入 -

    基金取崩収入 32,000,000

【投資活動収支】

  投資活動支出 158,141,564

    公共施設等整備費支出 140,617,996

    基金積立金支出 17,523,568

    投資及び出資金支出 -

  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 107,973,653

  業務収入 542,686,147

    税収等収入 249,534,000

    国県等補助金収入 -

    使用料及び手数料収入 293,068,615

    その他の収入 83,532

    移転費用支出 16,762,074

      補助金等支出 16,691,374

      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

    業務費用支出 417,950,420

      人件費支出 86,866,146

      物件費等支出 324,604,038

      支払利息支出 6,480,236

      その他の支出 -

資金収支計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 434,712,494


