
北信広域連合̲全体財務書類 （単位：千円）

科目名 金額 科目名 金額
【資産の部】 【負債の部】
  固定資産 5,696,534                  固定負債 2,561                       
    有形固定資産 3,901,646                    地方債 -                             
      事業用資産 3,807,281                    ⻑期未払⾦ -                             
        土地 -                                 退職手当引当⾦ -                             
        建物 8,200,881                    その他 2,561                       
        建物減価償却累計額 △ 4,482,554              流動負債 89,292                     
        工作物 356,437                       １年内償還予定地方債 -                             
        工作物減価償却累計額 △ 267,483                  未払⾦ -                             
        建設仮勘定 -                                 賞与等引当⾦ 85,213                     
      インフラ資産 -                                 預り⾦ 1,971                       
        土地 -                                 その他 2,108                       
        建物 -                             負債合計 91,852                     
        建物減価償却累計額 -                             【純資産の部】
        工作物 -                               固定資産等形成分 6,652,725                
        工作物減価償却累計額 -                               余剰分（不足分） 3,051                       
        建設仮勘定 -                             
      物品 400,557                   
      物品減価償却累計額 △ 306,192              
    無形固定資産 -                             
      ソフトウェア -                             
      その他
    投資その他の資産 1,794,888                
      投資及び出資⾦ -                             
        有価証券 -                             
        出資⾦ -                             
        その他 -                             
      投資損失引当⾦ -                             
      ⻑期延滞債権 987                         
      ⻑期貸付⾦ -                             
      基⾦ 1,000,000                
        減債基⾦ -                             
        その他 1,000,000                
      その他 793,901                   
      徴収不能引当⾦ -                             
  流動資産 1,051,094                
    現⾦預⾦ 94,510                     
    未収⾦ 394                         
    短期貸付⾦ -                             
    基⾦ 956,191                   
      財政調整基⾦ 956,191                   
      減債基⾦ -                             
    棚卸資産 -                             
    その他 -                             
    徴収不能引当⾦ -                             純資産合計 6,655,776                
資産合計 6,747,629                負債及び純資産合計 6,747,629                

全体貸借対照表(BS)
令和3年3月31日現在



北信広域連合̲全体財務書類 （単位：千円）

科目名 金額

  経常費用 1,921,726                                 

    業務費用 1,770,499                                 

      人件費 1,240,366                                 

        職員給与費 1,171,888                                 

        賞与等引当⾦繰入額 85,213                                      

        退職手当引当⾦繰入額 △ 138,430                               

        その他 121,695                                    

      物件費等 526,130                                    

        物件費 384,665                                    

        維持補修費 12,419                                      

        減価償却費 129,046                                    

        その他 -                                              

      その他の業務費用 4,003                                        

        支払利息 716                                          

        徴収不能引当⾦繰入額 -                                              

        その他 3,287                                        

    移転費用 151,227                                    

      補助⾦等 150,788                                    

      社会保障給付 324                                          

      他会計への繰出⾦ -                                              

      その他 116                                          

  経常収益 1,551,700                                 

    使用料及び手数料 1,537,632                                 

    その他 14,068                                      

純経常行政コスト 370,026                                    

  臨時損失 15,053                                      

    災害復旧事業費 -                                              

    資産除売却損 15,053                                      

    その他 -                                              

  臨時利益 -                                              

    資産売却益 -                                              

    その他 -                                              

純行政コスト 385,079                                    

全体行政コスト計算書(PL)
自令和2年4月1日
至令和3年3月31日



北信広域連合̲全体財務書類 （単位：千円）

科目名 金額 固定資産等形成分 余剰分(不足分)

前年度末純資産残高 5,389,324                        5,467,660                         △ 78,336                        

  純行政コスト（△） △ 385,079                      △ 385,079                      

  財源 1,651,531                        1,651,531                        

    税収等 1,194,292                        1,194,292                        

    国県等補助⾦ 457,239                           457,239                           

  本年度差額 1,266,452                        -                                      1,266,452                        

  固定資産等の変動（内部変動） -                                     1,185,065                         △ 1,185,065                   

    有形固定資産等の増加 1,729,625                         △ 1,729,625                   

    有形固定資産等の減少 △ 144,099                       144,099                           

    貸付⾦・基⾦等の増加 156,978                           △ 156,978                      

    貸付⾦・基⾦等の減少 △ 557,440                       557,440                           

  資産評価差額 -                                     -                                      

  無償所管換等 -                                     -                                      

  その他 -                                     -                                      -                                     

  本年度純資産変動額 1,266,452                        1,185,065                         81,387                            

本年度末純資産残高 6,655,776                        6,652,725                         3,051                              

全体純資産変動計算書(NW)
自令和2年4月1日
至令和3年3月31日



北信広域連合̲全体財務書類 （単位：千円）

科目名 金額
【業務活動収支】
  業務支出 1,926,554                                 
    業務費用支出 1,775,327                                 
      人件費支出 1,374,240                                 
      物件費等支出 397,084                                    
      支払利息支出 716                                          
      その他の支出 3,287                                        
    移転費用支出 151,227                                    
      補助⾦等支出 150,788                                    
      社会保障給付支出 324                                          
      他会計への繰出支出 -                                              
      その他の支出 116                                          
  業務収入 2,780,863                                 
    税収等収入 1,194,292                                 
    国県等補助⾦収入 34,387                                      
    使用料及び手数料収入 1,538,116                                 
    その他の収入 14,068                                      
  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 854,309                                    
【投資活動収支】
  投資活動支出 1,744,332                                 
    公共施設等整備費支出 1,725,784                                 
    基⾦積立⾦支出 18,549                                      
    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 979,844                                    
    国県等補助⾦収入 422,852                                    
    基⾦取崩収入 556,992                                    
    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 △ 764,488                               
【財務活動収支】
  財務活動支出 62,515                                      
    地方債償還支出 59,357                                      
    その他の支出 3,158                                        
  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 △ 62,515                                 
本年度資⾦収支額 27,305                                      
前年度末資⾦残高 65,233                                      
本年度末資⾦残高 92,539                                      
前年度末歳計外現⾦残高 346                                          
本年度歳計外現⾦増減額 1,626                                        
本年度末歳計外現⾦残高 1,971                                        
本年度末現⾦預⾦残高 94,510                                      

全体資⾦収支計算書(CF)
自令和2年4月1日
至令和3年3月31日


