
黒磯那須公設地方卸売市場事務組合 【様式第 1号】 【様式第 2号】 【様式第 3号】 【様式第 4号】

（単位：円） （単位：円） （単位：円） （単位：円） 

科目名 金額 科目名 金額 科目名 合計
固定資産等

形成分
余剰分(不足分)

【資産の部】 【負債の部】 前年度末純資産残高 26,210,232         78,940,795         -52,730,563       

  固定資産 97,213,820              固定負債 72,218,256               純行政コスト（△） -27,759,680       -27,759,680       

    有形固定資産 81,767,943                地方債 71,907,114               財源 22,312,792         22,312,792         

      事業用資産 81,767,943                長期未払金 -                              税収等 22,312,792         22,312,792         

        土地 -                             退職手当引当金 311,142                     国県等補助金 -                     -                     

        立木竹 -                             損失補償等引当金 -                            本年度差額 -5,446,888         -5,446,888         

        建物 205,329,290               その他 -                            固定資産等の変動（内部変動） 18,402,717         -18,402,717       

        建物減価償却累計額 -174,988,992           流動負債 6,011,807                   有形固定資産等の増加 22,949,850         -22,949,850       

        工作物 57,203,824                １年内償還予定地方債 4,353,568                   有形固定資産等の減少 -4,130,555         4,130,555          

        工作物減価償却累計額 -5,776,179                未払金 -                              貸付金・基金等の増加 880,666             -880,666           

        船舶 -                             未払費用 -                              貸付金・基金等の減少 -1,297,244         1,297,244          

        船舶減価償却累計額 -                             前受金 -                            資産評価差額 -                     -                     

        浮標等 -                             前受収益 -                            無償所管換等 -21                  -21                  

        浮標等減価償却累計額 -                             賞与等引当金 136,438                   その他 -7,047              -6,573              -474                 

        航空機 -                             預り金 1,521,801                 本年度純資産変動額 -5,453,956         18,396,123         -23,850,079       

        航空機減価償却累計額 -                             その他 -                          本年度末純資産残高 20,756,276         97,336,918         -76,580,642       

        その他 -                         負債合計 78,230,063             

        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 97,336,918             

      インフラ資産 -                           余剰分（不足分） -76,580,642            

        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 -                         

      物品減価償却累計額 -                         

    無形固定資産 -                         

      ソフトウェア -                         

      その他 -                         

    投資その他の資産 15,445,877            

      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 15,445,877            

        減債基金 -                         

        その他 15,445,877            

      その他 -                         

      徴収不能引当金 -                         

  流動資産 1,772,519              

    現金預金 1,649,421              

    未収金 -                         

    短期貸付金 -                         

    基金 123,098                

      財政調整基金 123,098                

      減債基金 -                         

    棚卸資産 -                         

    その他 -                         

    徴収不能引当金 -                         純資産合計 20,756,276             

資産合計 98,986,339            負債及び純資産合計 98,986,339             

科目名 金額

前年度末資金残高 3,243,007                 

    その他の支出 -                            
  財務活動収入 22,900,000               
    地方債発行収入 22,900,000               

【財務活動収支】

  財務活動支出 2,375,013                 
    地方債償還支出 2,375,013                 

    資産売却収入 -                            
    その他の収入 -                            
投資活動収支 -22,533,271              

    国県等補助金収入 -                            

本年度末資金残高 127,620                   

    その他の収入 -                            
財務活動収支 20,524,987               
本年度資金収支額 -3,114,912               

比例連結割合変更に伴う差額分 -475                       

    基金取崩収入 615,931                   
    貸付金元金回収収入 -                            

    貸付金支出 -                            
    その他の支出 -                            
  投資活動収入 615,931                   

    公共施設等整備費支出 22,949,850               
    基金積立金支出 199,352                   
    投資及び出資金支出 -                            

業務活動収支 -1,106,628               
【投資活動収支】

  投資活動支出 23,149,202               

    災害復旧事業費支出 -                            
    その他の支出 -                            
  臨時収入 -                            

    使用料及び手数料収入 4,009,551                 
    その他の収入 1,440,137                 
  臨時支出 -                            

      支払利息支出 124,590                   

  業務収入 27,762,480               
    税収等収入 22,312,792               
    国県等補助金収入 -                            

      社会保障給付支出 13,077                     
      他会計への繰出支出 -                            
      その他の支出 8,159                      

    その他 -                           
純行政コスト 27,759,680              

【業務活動収支】

  業務支出 28,869,108               
    業務費用支出 28,231,364               

    その他 -                           
  臨時利益 -                           
    資産売却益 -                           

    資産除売却損 2                           
    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 27,759,678              
  臨時損失 2                           
    災害復旧事業費 -                           

  経常収益 5,449,688                
    使用料及び手数料 4,009,551                
    その他 1,440,137                

      社会保障給付 13,077                    
      他会計への繰出金 -                           
      その他 8,159                     

        その他 28,080                    
    移転費用 637,744                  
      補助金等 616,508                  

      その他の業務費用 152,670                  
        支払利息 124,590                  
        徴収不能引当金繰入額 -                           

        維持補修費 15,842,915              
        減価償却費 4,130,553                
        その他 -                           

        その他 395,893                  
      物件費等 30,410,170              
        物件費 10,436,702              

        職員給与費 1,254,673                
        賞与等引当金繰入額 136,438                  
        退職手当引当金繰入額 221,778                  

  経常費用 33,209,366              
    業務費用 32,571,622              
      人件費 2,008,782                

貸借対照表 行政コスト計算書

（令和3年 3月31日） 自　令和2年 4月 1日
至　令和3年 3月31日

科目名 金額

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

自　令和2年 4月 1日
至　令和3年 3月31日

資金収支計算書

本年度末現金預金残高 1,649,421                 

前年度末歳計外現金残高 7,150,388                 
本年度歳計外現金増減額 -5,628,587               
本年度末歳計外現金残高 1,521,801                 

      その他の支出 -                            
    移転費用支出 637,744                   
      補助金等支出 616,508                   

      人件費支出 1,799,077                 
      物件費等支出 26,307,697               


