
【様式第1号】

自治体名：津山圏域資源循環施設組合

会計：連結会計 （単位：円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 10,233,211,208   固定負債 5,551,656,193

    有形固定資産 10,231,526,428     地方債等 5,547,303,000

      事業用資産 10,231,526,258     長期未払金 -

        土地 1,707,259,021     退職手当引当金 4,353,193

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 5,001,493,474     その他 -

        建物減価償却累計額 -794,041,910   流動負債 751,156,241

        工作物 7,048,826,320     １年内償還予定地方債等 750,158,000

        工作物減価償却累計額 -2,732,010,647     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 857,497

        航空機 -     預り金 140,744

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 6,302,812,434

        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 10,233,370,771

      インフラ資産 -   余剰分（不足分） -6,242,530,037

        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 6,458,849

      物品減価償却累計額 -6,458,679

    無形固定資産 185

      ソフトウェア 185

      その他 -

    投資その他の資産 1,684,595

      投資及び出資金 -

        有価証券 -

        出資金 -

        その他 -

      長期延滞債権 -

      長期貸付金 -

      基金 1,683,383

        減債基金 -

        その他 1,683,383

      その他 1,212

      徴収不能引当金 -

  流動資産 60,441,960

    現金預金 60,282,397

    未収金 -

    短期貸付金 -

    基金 159,563

      財政調整基金 159,563

      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 3,990,840,734

資産合計 10,293,653,168 負債及び純資産合計 10,293,653,168

連結貸借対照表
（令和4年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：津山圏域資源循環施設組合

会計：連結会計 （単位：円）

    資産売却益 -

    その他 -

純行政コスト 1,267,988,889

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 -

  臨時損失 82

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 82

    使用料及び手数料 139,771,146

    その他 195,971,207

純経常行政コスト 1,267,988,807

      社会保障給付 -

      その他 66,680

  経常収益 335,742,353

        その他 369,857

    移転費用 66,655,716

      補助金等 66,589,036

      その他の業務費用 11,352,103

        支払利息 10,982,246

        徴収不能引当金繰入額 -

        維持補修費 1,621,642

        減価償却費 587,898,626

        その他 -

        その他 3,830,418

      物件費等 1,511,432,910

        物件費 921,912,642

        職員給与費 8,127,248

        賞与等引当金繰入額 857,497

        退職手当引当金繰入額 1,475,268

  経常費用 1,603,731,160

    業務費用 1,537,075,444

      人件費 14,290,431

連結行政コスト計算書
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：津山圏域資源循環施設組合

会計：連結会計 （単位：円）

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 3,884,700,815 10,821,053,567 -6,936,352,752 -

  純行政コスト（△） -1,267,988,889 -1,267,988,889 -

  財源 1,374,024,195 1,374,024,195 -

    税収等 1,374,024,195 1,374,024,195 -

    国県等補助金 - - -

  本年度差額 106,035,306 106,035,306 -

  固定資産等の変動（内部変動） -587,841,920 587,841,920

    有形固定資産等の増加 183 -183

    有形固定資産等の減少 -587,898,709 587,898,709

    貸付金・基金等の増加 93,503 -93,503

    貸付金・基金等の減少 -36,897 36,897

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 23,588 23,588

  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 80,414 135,536 -55,122 -

  その他 611 - 611

  本年度純資産変動額 106,139,919 -587,682,796 693,822,715 -

本年度末純資産残高 3,990,840,734 10,233,370,771 -6,242,530,037 -

連結純資産変動計算書
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：津山圏域資源循環施設組合

会計：連結会計 （単位：円）

前年度末歳計外現金残高 160,748

本年度歳計外現金増減額 -20,004

本年度末歳計外現金残高 140,744

本年度末現金預金残高 60,282,397

財務活動収支 -748,379,389

本年度資金収支額 -53,450,205

前年度末資金残高 113,591,712

比例連結割合変更に伴う差額 146

本年度末資金残高 60,141,653

    地方債等償還支出 748,380,000

    その他の支出 -

  財務活動収入 611

    地方債等発行収入 -

    その他の収入 611

    資産売却収入 -

    その他の収入 -

投資活動収支 -57,721

【財務活動収支】

  財務活動支出 748,380,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 35,942

    国県等補助金収入 -

    基金取崩収入 35,942

    貸付金元金回収収入 -

  投資活動支出 93,663

    公共施設等整備費支出 183

    基金積立金支出 93,480

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 -

    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 694,986,905

【投資活動収支】

    税収等収入 1,374,024,195

    国県等補助金収入 -

    使用料及び手数料収入 139,771,146

    その他の収入 195,972,823

  臨時支出 -

    移転費用支出 67,164,676

      補助金等支出 66,589,036

      社会保障給付支出 -

      その他の支出 575,640

  業務収入 1,709,768,164

    業務費用支出 947,616,583

      人件費支出 12,730,196

      物件費等支出 923,534,284

      支払利息支出 10,982,246

      その他の支出 369,857

連結資金収支計算書
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 1,014,781,259


