
【様式第1号】

自治体名：和歌山県後期高齢者医療広域連合

会計：全体会計 （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 1,854,796,149   固定負債 236,039,292

    有形固定資産 426,327,878     地方債 -

      事業用資産 -     長期未払金 -

        土地 -     退職手当引当金 -

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 -     その他 236,039,292

        建物減価償却累計額 -   流動負債 2,058,589,734

        工作物 -     １年内償還予定地方債 -

        工作物減価償却累計額 -     未払金 1,979,486,153

        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 423,267

        航空機 -     預り金 550

        航空機減価償却累計額 -     その他 78,679,764

        その他 - 負債合計 2,294,629,026

        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 2,084,297,050

      インフラ資産 -   余剰分（不足分） -263,521,460

        土地 -

        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 577,306,980

      物品減価償却累計額 -150,979,102

    無形固定資産 20,436,366

      ソフトウェア 20,436,366

      その他 -

    投資その他の資産 1,408,031,905

      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 50,613,150

      長期貸付金 -

      基金 1,358,852,394

        減債基金 -

        その他 1,358,852,394

      その他 -

      徴収不能引当金 -1,433,639

  流動資産 2,260,608,467

    現金預金 1,714,013,136

    未収金 317,238,865

    短期貸付金 -

    基金 229,500,901

      財政調整基金 229,500,901

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -144,435 純資産合計 1,820,775,590

資産合計 4,115,404,616 負債及び純資産合計 4,115,404,616

貸借対照表
（令和2年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：和歌山県後期高齢者医療広域連合

会計：全体会計 （単位：円）

行政コスト計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2年3月31日

科目名 金額

  経常費用 148,159,935,981

    業務費用 1,375,193,376

      人件費 14,147,500

        職員給与費 7,551,341

        賞与等引当金繰入額 423,267

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 6,172,892

      物件費等 1,229,461,051

        物件費 1,120,891,942

        維持補修費 -

        減価償却費 108,569,109

        その他 -

      その他の業務費用 131,584,825

        支払利息 -

        徴収不能引当金繰入額 1,578,074

        その他 130,006,751

    移転費用 146,784,742,605

      補助金等 158,854,023

      社会保障給付 146,625,888,582

      他会計への繰出金 -

      その他 -

  経常収益 239,133,601

    使用料及び手数料 -

    その他 239,133,601

純経常行政コスト 147,920,802,380

  臨時損失 316,656

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 316,656

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

純行政コスト 147,921,119,036

    その他 -

  臨時利益 -

    資産売却益 -



【様式第3号】

自治体名：和歌山県後期高齢者医療広域連合

会計：全体会計 （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 2,566,692,771 3,159,741,797 -593,049,026

  純行政コスト（△） -147,921,119,036 -147,921,119,036

  財源 147,175,201,855 147,175,201,855

    税収等 84,002,993,368 84,002,993,368

    国県等補助金 63,172,208,487 63,172,208,487

  本年度差額 -745,917,181 -745,917,181

  固定資産等の変動（内部変動） -1,075,444,747 1,075,444,747

    有形固定資産等の増加 410,534,208 -410,534,208

    有形固定資産等の減少 -108,569,109 108,569,109

    貸付金・基金等の増加 111,791,876 -111,791,876

    貸付金・基金等の減少 -1,489,201,722 1,489,201,722

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 - -

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -745,917,181 -1,075,444,747 329,527,566

本年度末純資産残高 1,820,775,590 2,084,297,050 -263,521,460

純資産変動計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2年3月31日



【様式第4号】

自治体名：和歌山県後期高齢者医療広域連合

会計：全体会計 （単位：円）

資金収支計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 150,561,720,704

    業務費用支出 3,777,043,021

      人件費支出 13,724,233

      物件費等支出 1,120,891,942

      支払利息支出 -

      その他の支出 2,642,426,846

    移転費用支出 146,784,677,683

      補助金等支出 158,854,023

      社会保障給付支出 146,625,823,660

      他会計への繰出支出 -

      その他の支出 -

  業務収入 149,207,164,856

    税収等収入 84,452,834,177

    国県等補助金収入 64,515,467,993

    使用料及び手数料収入 -

    その他の収入 238,862,686

  臨時支出 316,656

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 316,656

  臨時収入 50,000

業務活動収支 -1,354,822,504

【投資活動収支】

  投資活動支出 77,988,114

    公共施設等整備費支出 17,135,388

    基金積立金支出 60,852,726

    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 1,319,457,000

    国県等補助金収入 -

    基金取崩収入 1,319,457,000

    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 1,241,468,886

【財務活動収支】

  財務活動支出 78,679,764

    地方債償還支出 -

    その他の支出 78,679,764

  財務活動収入 -

    地方債発行収入 -

前年度末歳計外現金残高 40,314

本年度歳計外現金増減額 -39,764

本年度末歳計外現金残高 550

本年度末現金預金残高 1,714,013,136

    その他の収入 -

財務活動収支 -78,679,764

本年度資金収支額 -192,033,382

前年度末資金残高 1,906,045,968

本年度末資金残高 1,714,012,586


