
北信広域連合̲連結財務書類 （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 3,933,039                       固定負債 279,880                       
    有形固定資産 2,086,222                         地方債 117,776                       
      事業用資産 1,997,713                         ⻑期未払⾦ -                                  
        土地 -                                      退職手当引当⾦ 153,902                       
        立木竹 -                                      損失補償等引当⾦ -                                  
        建物 6,832,914                         その他 8,201                           
        建物減価償却累計額 △4,839,094                   流動負債 148,454                       
        工作物 270,164                           １年内償還予定地方債 57,495                         
        工作物減価償却累計額 △266,271                        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 86,177                         
        航空機 -                                      預り⾦ 416                              
        航空機減価償却累計額 -                                      その他 4,365                           
        その他 -                                  負債合計 428,333                       
        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 5,927,366                     
      インフラ資産 -                                    余剰分（不足分） △348,133                    
        土地 -                                    他団体出資等分
        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 389,424                       
      物品減価償却累計額 △300,915                    
    無形固定資産 -                                  
      ソフトウェア -                                  
      その他 -                                  
    投資その他の資産 1,846,817                     
      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 917                              
      ⻑期貸付⾦ -                                  
      基⾦ 1,168,656                     
        減債基⾦ -                                  
        その他 1,168,656                     
      その他 677,312                       
      徴収不能引当⾦ △69                            
  流動資産 2,074,527                     
    現⾦預⾦ 79,330                         
    未収⾦ 870                              
    短期貸付⾦ -                                  
    基⾦ 1,994,327                     
      財政調整基⾦ 1,994,327                     
      減債基⾦ -                                  
    棚卸資産 -                                  
    その他 -                                  
    徴収不能引当⾦ -                                  
  繰延資産 -                                  純資産合計 5,579,233                     
資産合計 6,007,566                     負債及び純資産合計 6,007,566                     

連結貸借対照表(BS)

平成 30 年 3 月 31日 現 在



北信広域連合̲連結財務書類 （単位：千円）

金額
2,373,495                                          
2,253,158                                          
1,657,176                                          
1,054,518                                          

86,177                                               
143,661                                             
372,820                                             
588,096                                             
391,806                                             
18,103                                               

177,688                                             
499                                                   

7,886                                                
3,961                                                

-                                                        
3,925                                                

120,338                                             
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563                                                   
-                                                        
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1,804,281                                          
1,782,736                                          

21,544                                               
△569,215                                         

1,225                                                
-                                                        
-                                                        
-                                                        
-                                                        

1,225                                                
-                                                        
-                                                        
-                                                        

△570,440                                         

    資産売却益
    その他
純行政コスト

    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
  臨時利益

      その他
  経常収益
    使用料及び手数料
    その他
純経常行政コスト
  臨時損失

        徴収不能引当⾦繰入額
        その他
    移転費用
      補助⾦等
      社会保障給付
      他会計への繰出⾦

        物件費
        維持補修費
        減価償却費
        その他
      その他の業務費用
        支払利息

      人件費
        職員給与費
        賞与等引当⾦繰入額
        退職手当引当⾦繰入額
        その他
      物件費等

連結行政コスト計算書（PL）
自 平成 29 年 4 月  1 日
 至 平成 30 年 3 月 31 日

科目名
  経常費用
    業務費用



北信広域連合̲連結財務書類 （単位：千円）

科目名 金額 固定資産等形成分 余剰分(不足分) 他団体出資等分
前年度末純資産残高 5,837,434                       6,227,323                        △389,890                      
  純行政コスト（△） △570,440                      △570,440                      
  財源 292,851                          292,851                          -                                     
    税収等 292,851                          292,851                          
    国県等補助⾦ -                                     -                                     
  本年度差額 △277,589                      -                                     △277,589                      -                                     
  固定資産等の変動（内部変動） 8,309                             △318,951                       318,951                          
    有形固定資産等の増加 9,894                              △9,894                          
    有形固定資産等の減少 △177,688                       177,688                          
    貸付⾦・基⾦等の増加 156,821                          △156,821                      
    貸付⾦・基⾦等の減少 △307,977                       307,977                          
  資産評価差額 -                                     -                                     
  無償所管換等 18,993                            18,993                            
  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 395                                395                                
  その他 -                                     -                                     -                                     
  本年度純資産変動額 △258,201                      △299,958                       41,757                            -                                     
本年度末純資産残高 5,579,233                       5,927,366                        △348,133                      -                                     

連結純資産変動計算書（NW）
自 平成 29 年 4 月  1 日

 至 平成 30 年 3 月 31 日



北信広域連合̲連結財務書類 （単位：千円）

金額

2,144,567                                         
1,930,599                                         
1,512,306                                         
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-                                                       
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272                                                   
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416                                                   

79,330                                              

比例連結割合変更に伴う差額
本年度末歳計外現金残高

本年度末現金預金残高

本年度資⾦収支額
前年度末資⾦残高
比例連結割合変更に伴う差額
本年度末資⾦残高

前年度末歳計外現金残高

本年度歳計外現金増減額

    地方債償還支出
    その他の支出
  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

    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
【財務活動収支】
  財務活動支出

    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

  臨時収入
業務活動収支
【投資活動収支】
  投資活動支出
    公共施設等整備費支出
    基⾦積立⾦支出

    国県等補助⾦収入
    使用料及び手数料収入
    その他の収入
  臨時支出
    災害復旧事業費支出
    その他の支出

      補助⾦等支出
      社会保障給付支出
      他会計への繰出支出
      その他の支出
  業務収入
    税収等収入

    業務費用支出
      人件費支出
      物件費等支出
      支払利息支出
      その他の支出
    移転費用支出

連結資金収支計算書(CF) 
自 平成 29 年 4 月  1 日
 至 平成 30 年 3 月 31 日

科目名
【業務活動収支】
  業務支出


