
長与・時津環境施設組合 【様式第 1号】

（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 2,435,859,544           固定負債 1,227,469,026          
    有形固定資産 2,433,302,104             地方債 1,225,923,906          
      事業用資産 2,332,194,784             長期未払金 -                           
        土地 63,997,680                 退職手当引当金 -                           
        立木竹 -                              損失補償等引当金 -                           
        建物 1,658,670,331             その他 1,545,120                
        建物減価償却累計額 -304,943,316            流動負債 178,840,704             
        工作物 1,550,500,359             １年内償還予定地方債 175,342,734             
        工作物減価償却累計額 -636,030,270              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 2,796,971                
        航空機 -                              預り金 61,639                    
        航空機減価償却累計額 -                              その他 639,360                  
        その他 -                          負債合計 1,406,309,730          
        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 2,435,859,544          
      インフラ資産 93,028,899               余剰分（不足分） -1,369,490,554         
        土地 33,585,645             
        建物 -                          
        建物減価償却累計額 -                          
        工作物 69,933,240             
        工作物減価償却累計額 -10,489,986            
        その他 -                          
        その他減価償却累計額 -                          
        建設仮勘定 -                          
      物品 15,359,523             
      物品減価償却累計額 -7,281,102             
    無形固定資産 2,557,440               
      ソフトウェア 2,557,440               
      その他 -                          
    投資その他の資産 -                          
      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 -                          
        減債基金 -                          
        その他 -                          
      その他 -                          
      徴収不能引当金 -                          
  流動資産 36,819,176             
    現金預金 36,819,176             
    未収金 -                          
    短期貸付金 -                          
    基金 -                          
      財政調整基金 -                          
      減債基金 -                          
    棚卸資産 -                          
    その他 -                          
    徴収不能引当金 -                          純資産合計 1,066,368,990          
資産合計 2,472,678,720         負債及び純資産合計 2,472,678,720          

貸借対照表
（令和3年 3月31日）



長与・時津環境施設組合 【様式第 2号】

（単位：円） 

    その他

純行政コスト

  臨時利益

    資産売却益

  臨時損失

    災害復旧事業費

    その他

純経常行政コスト

    損失補償等引当金繰入額

    その他

    資産除売却損

    投資損失引当金繰入額

      補助金等

      社会保障給付

        その他

    移転費用

  経常収益

    使用料及び手数料

      他会計への繰出金

      その他

        維持補修費

        減価償却費

      物件費等

        物件費

        支払利息

        徴収不能引当金繰入額

        その他

      その他の業務費用

675,048,522                    

        退職手当引当金繰入額 -                                   

        その他 48,896,094                      

        職員給与費 18,722,355                      

        賞与等引当金繰入額 2,796,971                       

行政コスト計算書
自　令和2年 4月 1日

至　令和3年 3月31日

    業務費用 637,038,741                    

      人件費 70,415,420                      

科目名 金額

  経常費用

619,612,287                    

-                                   

-                                   

-                                   

-                                   

-                                   

-                                   

-                                   

-                                   

-                                   

619,612,287                    

24,713,895                      

30,722,340                      

55,436,235                      

66,500                           

-                                   

-                                   

37,943,281                      

139,289,988                    

-                                   

392,564,680                    

531,854,668                    

38,009,781                      

25,112,879                      

-                                   

9,655,774                       

34,768,653                      

-                                   



長与・時津環境施設組合 【様式第 3号】

（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 1,014,053,430     2,567,145,685     -1,553,092,255    

  純行政コスト（△） -619,612,287      -619,612,287      

  財源 665,013,000        665,013,000        

    税収等 665,013,000        665,013,000        

    国県等補助金 -                       -                       

  本年度差額 45,400,713          45,400,713          

  固定資産等の変動（内部変動） -138,200,988      138,200,988        

    有形固定資産等の増加 1,089,000           -1,089,000          

    有形固定資産等の減少 -139,289,988      139,289,988        

    貸付金・基金等の増加 25,112,879          -25,112,879        

    貸付金・基金等の減少 -25,112,879        25,112,879          

  資産評価差額 -                       -                       

  無償所管換等 -                       -                       

  その他 6,914,847           6,914,847           -                       

  本年度純資産変動額 52,315,560          -131,286,141      183,601,701        

本年度末純資産残高 1,066,368,990     2,435,859,544     -1,369,490,554    

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



長与・時津環境施設組合

金額

532,961,563                           

494,951,782                           

67,618,449                             

392,564,680                           

9,655,774                              

25,112,879                             

38,009,781                             

37,943,281                             

-                                          

-                                          

66,500                                  

720,449,235                           

665,013,000                           

-                                          

30,722,340                             

24,713,895                             

-                                          

-                                          

-                                          

-                                          

187,487,672                           

26,201,879                             

1,089,000                              

25,112,879                             

-                                          

-                                          

-                                          

25,112,879                             

-                                          

25,112,879                             

-                                          

-                                          

-                                          

-1,089,000                             

174,754,014                           

174,114,654                           

639,360                                 

-                                          

-                                          

-                                          

-174,754,014                         

11,644,658                             

25,112,879                             

36,757,537                             

256,930                                 

-195,291                               

61,639                                  

36,819,176                             

財務活動収支

本年度資金収支額

前年度末資金残高

本年度末資金残高

  財務活動支出

    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

    資産売却収入

    その他の収入

    基金取崩収入

    貸付金元金回収収入

投資活動収支

【財務活動収支】

    基金積立金支出

    投資及び出資金支出

  投資活動支出

    公共施設等整備費支出

  投資活動収入

    国県等補助金収入

    貸付金支出

    その他の支出

  臨時支出

    災害復旧事業費支出

    使用料及び手数料収入

    その他の収入

業務活動収支

【投資活動収支】

    その他の支出

  臨時収入

      他会計への繰出支出

    移転費用支出

      補助金等支出

    税収等収入

    国県等補助金収入

      その他の支出

  業務収入

【業務活動収支】

      支払利息支出

      その他の支出

      人件費支出

      物件費等支出

      社会保障給付支出

本年度末歳計外現金残高

本年度末現金預金残高

資金収支計算書
自　令和2年 4月 1日

前年度末歳計外現金残高

本年度歳計外現金増減額

  業務支出

    業務費用支出

至　令和3年 3月31日

科目名


