
高萩・北茨城広域事務組合　連結会計 【様式第 1号】

（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 4,339,526                 固定負債 2,549,307                
    有形固定資産 986,984                     地方債 1,520,197                
      事業用資産 66,818                       長期未払金 -                           
        土地 59                             退職手当引当金 32,551                    
        立木竹 -                              損失補償等引当金 -                           
        建物 881                           その他 996,558                  
        建物減価償却累計額 -512                       流動負債 1,184,932                
        工作物 -                              １年内償還予定地方債 103,469                  
        工作物減価償却累計額 -                              未払金 5,146                      
        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 1,262                      
        航空機 -                              預り金 1,074,814                
        航空機減価償却累計額 -                              その他 241                        
        その他 -                          負債合計 3,734,239                
        その他減価償却累計額 -                          【純資産の部】
        建設仮勘定 66,390                     固定資産等形成分 4,339,921                
      インフラ資産 858,682                   余剰分（不足分） 348,082                  
        土地 138,977                   他団体出資等分 -                           
        建物 247,191                 
        建物減価償却累計額 -136,905                
        工作物 1,489,342               
        工作物減価償却累計額 -879,923                
        その他 -                          
        その他減価償却累計額 -                          
        建設仮勘定 -                          
      物品 1,030,264               
      物品減価償却累計額 -968,780                
    無形固定資産 2,798,367               
      ソフトウェア -                          
      その他 2,798,367               
    投資その他の資産 554,175                 
      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 554,175                 
        減債基金 -                          
        その他 554,175                 
      その他 -                          
      徴収不能引当金 -                          
  流動資産 4,082,716               
    現金預金 4,082,320               
    未収金 -                          
    短期貸付金 -                          
    基金 395                       
      財政調整基金 395                       
      減債基金 -                          
    棚卸資産 -                          
    その他 -                          
    徴収不能引当金 -                          純資産合計 4,688,003                
資産合計 8,422,242               負債及び純資産合計 8,422,242                

貸借対照表
（令和2年 3月31日）



高萩・北茨城広域事務組合　連結会計 【様式第 2号】

（単位：千円） 

純行政コスト 53,771                           

  臨時利益 -                                   

    資産売却益 -                                   

    その他 -                                   

    投資損失引当金繰入額 -                                   

    損失補償等引当金繰入額 -                                   

    その他 -                                   

  臨時損失 -                                   

    災害復旧事業費 -                                   

    資産除売却損 -                                   

    使用料及び手数料 103,639                          

    その他 43,484                           

純経常行政コスト 53,771                           

      他会計への繰出金 -                                   

      その他 17                                 

  経常収益 147,123                          

    移転費用 2,986                             

      補助金等 2,969                             

      社会保障給付 -                                   

        支払利息 17,772                           

        徴収不能引当金繰入額 -                                   

        その他 72                                 

        減価償却費 105,836                          

        その他 -                                   

      その他の業務費用 17,844                           

      物件費等 158,940                          

        物件費 45,488                           

        維持補修費 7,617                             

        賞与等引当金繰入額 1,262                             

        退職手当引当金繰入額 -1                                 

        その他 1,846                             

    業務費用 197,908                          

      人件費 21,124                           

        職員給与費 18,017                           

  経常費用 200,894                          

行政コスト計算書
自　令和元年10月1日

至　令和2年 3月31日

科目名 金額



高萩・北茨城広域事務組合　連結会計 【様式第 3号】

（単位：千円） 

科目名 合計
固定資産等

形成分
余剰分

(不足分)
他団体

出資等分

前年度末純資産残高 1,472,857           3,858,794           -2,385,937          -                       

  純行政コスト（△） -53,771              -53,771              -                       

  財源 3,170,304           3,170,304           -                       

    税収等 3,150,667           3,150,667           -                       

    国県等補助金 19,637               19,637               -                       

  本年度差額 3,116,533           3,116,533           -                       

  固定資産等の変動（内部変動） 481,127              -481,127            

    有形固定資産等の増加 66,392               -66,392              

    有形固定資産等の減少 -105,836            105,836              

    貸付金・基金等の増加 521,631              -521,631            

    貸付金・基金等の減少 -1,060               1,060                 

  資産評価差額 -                       -                       

  無償所管換等 -                       -                       

  他団体出資等分の増加 -                       -                       

  他団体出資等分の減少 -                       -                       

  比例連結割合変更に伴う差額 -0                     -0                     -0                     

  その他 98,613               0                       98,613               

  本年度純資産変動額 3,215,146           481,127              2,734,019           -                   

本年度末純資産残高 4,688,003           4,339,921           348,082              -                   

純資産変動計算書
自　令和元年10月1日
至　令和2年 3月31日



高萩・北茨城広域事務組合　連結会計 【様式第 4号】

（単位：千円） 

比例連結割合変更に伴う差額 -0                                      

本年度末歳計外現金残高 1,074,814                            
本年度末現金預金残高 4,082,320                            

本年度末資金残高 3,007,507                            

前年度末歳計外現金残高 -                                        
本年度歳計外現金増減額 1,074,814                            

財務活動収支 46,969                                
本年度資金収支額 2,644,443                            
前年度末資金残高 363,064                               

  財務活動収入 148,313                               
    地方債発行収入 49,700                                
    その他の収入 98,613                                

  財務活動支出 101,344                               
    地方債償還支出 101,344                               
    その他の支出 -                                        

    その他の収入 3,106,030                            
投資活動収支 2,520,309                            
【財務活動収支】

    基金取崩収入 7                                        
    貸付金元金回収収入 -                                        
    資産売却収入 -                                        

    その他の支出 -                                        
  投資活動収入 3,106,037                            
    国県等補助金収入 -                                        

    基金積立金支出 519,336                               
    投資及び出資金支出 -                                        
    貸付金支出 -                                        

【投資活動収支】

  投資活動支出 585,728                               
    公共施設等整備費支出 66,392                                

    その他の支出 -                                        
  臨時収入 -                                        
業務活動収支 77,164                                

    その他の収入 41,189                                
  臨時支出 -                                        
    災害復旧事業費支出 -                                        

    税収等収入 26,598                                
    国県等補助金収入 -                                        
    使用料及び手数料収入 104,176                               

      他会計への繰出支出 -                                        
      その他の支出 17                                      
  業務収入 171,964                               

    移転費用支出 2,986                                  
      補助金等支出 2,969                                  
      社会保障給付支出 -                                        

      物件費等支出 52,923                                
      支払利息支出 17,772                                
      その他の支出 72                                      

  業務支出 94,800                                
    業務費用支出 91,814                                
      人件費支出 21,046                                

資金収支計算書
自　令和元年10月1日
至　令和2年 3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】



I. 重要な会計方針 

1. 有形固定資産及び無形固定資産の評価基準及び評価方法 

① 有形固定資産･････････････････････････････取得原価 

ただし，開始時の評価基準及び評価方法については，次のとおりです。 

ア. 昭和 59 年度以前に取得したもの･････････再調達原価 

ただし，道路，河川，及び水路の敷地は備忘価格１円としています。 

イ. 昭和 60 年度以後に取得したもの 

取得原価が判明しているもの････････････取得原価 

取得原価が不明なもの･･････････････････再調達原価 

ただし，取得原価が不明な道路，河川，及び水路の敷地は備忘価格１円としてい

ます。 

② 無形固定資産･････････････････････････････原則として取得原価 

ただし，取得原価が不明なものは再調達原価としています。 

   

2. 有形固定資産等の減価償却の方法 

① 有形固定資産（リース資産を除きます。）･････････定額法 

  ただし、一部の連結対象団体については定率法によっています。 

② 無形固定資産（リース資産を除きます。）･････････定額法 

③ 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産（リース期間が１年以内のリ

ース取引及びリース契約１件あたりのリース料総額が３００万円以下のファイナン

ス・リース取引を除きます。） 

･････････････････自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法 

 

3. 引当金の計上基準及び算定方法 

① 退職手当引当金 

本年度末に特別職を含む全職員（本年度末退職者を除く）が普通退職した場合の退職

手当要支給額を計上しております。 

② 賞与等引当金 

 翌年度６月支給予定の期末手当及び勤勉手当並びにそれらに係る法定福利費相当額

の見込額について、それぞれ本会計年度の期間に対応する部分を計上しています。 

 

4. リース取引の処理方法 

① ファイナンス・リース取引 

ア. 所有権移転ファイナンス・リース取引（リース期間が１年以内のリース取引及び

リース総額が３００万円以下のファイナンス・リース取引を除きます。） 

通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行っています。 



イ. ア以外のファイナンス・リース取引 

通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っています。 

② オペレーティング・リース取引 

通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っています。 

 

5. 連結資金収支計算書における資金の範囲 

現金（手許現金及び要求払預金）及び現金同等物（3 ヶ月以内の短期投資等）を資金の

範囲としています。 

このうち現金同等物は，短期投資の他，出納整理期間中の取引により発生する資金の

受払いを含んでいます。 

 

6. 消費税等の会計処理 

税込方式によっております。 

ただし、一部の連結対象団体（会計）については、税抜方式によっています。 

 

 

II. 重要な会計方針の変更等 

  該当なし 

 

 

III. 重要な後発事象 

  該当なし 

 

 

IV. 重要な偶発債務 

  該当なし 

 

 

V. 追加情報 

1. 連結対象団体（会計） 

団体（会計）名 区分 連結の方法 比例連結割合 

茨城県市町村総合 

事務組合 

一部事務組合・

広域連合 

（退職手当事業）みなし連結 

（一般会計）比例連結 

－ 

0.01％ 

 連結の方法は次のとおりです。 

 ① 一部事務組合・広域連合は、各構成団体の経費負担割合等に基づき比例連結の対象

としています。 



2. 出納整理期間 

地方自治法第 235 条の 5 に基づき、出納整理期間を設けられている団体（会計）に

おいては、出納整理期間における現金の受払い等を終了した後の計数をもって会計年

度末の計数としています。 

なお、出納整理期間を設けていない団体（会計）と出納整理期間を設けている団体

（会計）との間で、出納整理期間に現金の受払い等があった場合は、現金の受払い等

が終了したものとして調整しています。 

 

3. 財務書類の表示金額単位 

千円未満を四捨五入して表示しているため、合計金額が一致しない場合があります。 

 

4. 売却可能資産の範囲及び内訳 

該当なし 


