
【様式第1号】

自治体名：日向東臼杵広域連合

会計：日向東臼杵広域連合 （単位：円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 1,838,350,169   固定負債 45,650,343

    有形固定資産 1,442,485,215     地方債 45,150,343

      事業用資産 1,377,127,081     長期未払金 -

        土地 6,557,535     退職手当引当金 -

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 3,736,359,120     その他 500,000

        建物減価償却累計額 -2,775,932,609   流動負債 76,272,207

        工作物 3,292,868,919     １年内償還予定地方債 70,782,910

        工作物減価償却累計額 -2,882,725,884     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 4,325,000

        航空機 -     預り金 1,164,297

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 121,922,550

        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 1,873,123,931

      インフラ資産 1,709,916   余剰分（不足分） -106,228,099

        土地 925,492

        建物 1,080,000

        建物減価償却累計額 -295,578

        工作物 13,176,000

        工作物減価償却累計額 -13,175,998

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 -

      物品 69,386,936

      物品減価償却累計額 -5,738,718

    無形固定資産 -

      ソフトウェア -

      その他 -

    投資その他の資産 395,864,954

      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 395,864,954

        減債基金 -

        その他 395,864,954

      その他 -

      徴収不能引当金 -

  流動資産 50,468,213

    現金預金 15,694,451

    未収金 -

    短期貸付金 -

    基金 34,773,762

      財政調整基金 34,773,762

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 - 純資産合計 1,766,895,832

資産合計 1,888,818,382 負債及び純資産合計 1,888,818,382

貸借対照表
（令和4年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：日向東臼杵広域連合

会計：日向東臼杵広域連合 （単位：円）

    その他 -

純行政コスト 613,175,508

    その他 -

  臨時利益 -

    資産売却益 -

    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 -

純経常行政コスト 613,175,508

  臨時損失 -

    災害復旧事業費 -

  経常収益 30,826,873

    使用料及び手数料 30,509,500

    その他 317,373

      社会保障給付 -

      他会計への繰出金 -

      その他 53,800

        その他 648,943

    移転費用 68,793,907

      補助金等 68,740,107

      その他の業務費用 1,224,543

        支払利息 575,600

        徴収不能引当金繰入額 -

        維持補修費 2,258,300

        減価償却費 233,781,762

        その他 -

        その他 526,900

      物件費等 517,649,526

        物件費 281,609,464

        職員給与費 51,482,505

        賞与等引当金繰入額 4,325,000

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 644,002,381

    業務費用 575,208,474

      人件費 56,334,405

行政コスト計算書
自　令和3年4月1日
至　令和4年3月31日

科目 金額



【様式第3号】

自治体名：日向東臼杵広域連合

会計：日向東臼杵広域連合 （単位：円）

固定資産 
等形成分

余剰分 
(不足分)

前年度末純資産残高 1,807,838,346 2,009,040,286 -201,201,940

  純行政コスト（△） -613,175,508 -613,175,508

  財源 550,473,994 550,473,994

    税収等 550,473,994 550,473,994

    国県等補助金 - -

  本年度差額 -62,701,514 -62,701,514

  固定資産等の変動（内部変動） -135,916,355 135,916,355

    有形固定資産等の増加 129,712,216 -129,712,216

    有形固定資産等の減少 -233,781,762 233,781,762

    貸付金・基金等の増加 16,526,191 -16,526,191

    貸付金・基金等の減少 -48,373,000 48,373,000

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 - -

  その他 21,759,000 - 21,759,000

  本年度純資産変動額 -40,942,514 -135,916,355 94,973,841

本年度末純資産残高 1,766,895,832 1,873,123,931 -106,228,099

純資産変動計算書
自　令和3年4月1日
至　令和4年3月31日

科目 合計



【様式第4号】

自治体名：日向東臼杵広域連合

会計：日向東臼杵広域連合 （単位：円）

前年度末歳計外現金残高 582,232

本年度歳計外現金増減額 1,082,065

本年度末歳計外現金残高 1,664,297

本年度末現金預金残高 15,694,451

    その他の収入 -

財務活動収支 -74,244,878

本年度資金収支額 -1,496,037

前年度末資金残高 15,526,191

本年度末資金残高 14,030,154

  財務活動支出 74,244,878

    地方債償還支出 74,244,878

    その他の支出 -

  財務活動収入 -

    地方債発行収入 -

    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 -97,865,407

【財務活動収支】

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 48,373,000

    国県等補助金収入 -

    基金取崩収入 48,373,000

【投資活動収支】

  投資活動支出 146,238,407

    公共施設等整備費支出 129,712,216

    基金積立金支出 16,526,191

    投資及び出資金支出 -

  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 170,614,248

  業務収入 581,300,867

    税収等収入 550,473,994

    国県等補助金収入 -

    使用料及び手数料収入 30,509,500

    その他の収入 317,373

    移転費用支出 68,793,907

      補助金等支出 68,740,107

      社会保障給付支出 -

      他会計への繰出支出 -

      その他の支出 53,800

    業務費用支出 341,892,712

      人件費支出 56,800,405

      物件費等支出 283,867,764

      支払利息支出 575,600

      その他の支出 648,943

資金収支計算書
自　令和3年4月1日
至　令和4年3月31日

科目 金額

【業務活動収支】

  業務支出 410,686,619


