
No. 1

                                 固定資産一覧 
　　　　　 科目　　　 令和02年04月01日から令和03年03月31日まで (単位：円)

コード 取得価額 圧縮後取得価額 残存価額 期首帳簿価額 当期償却限度額

資産名 科目 取得日 償却資産種類 償却可能限度額 期首償却累計額 当期償却額

増加事由 償却方法 償却保証率 期首償却過不足額当期償却過不足額

供用開始日 耐用年数 償却保証価額 算出償却額 特別償却切捨 メモ

数量 単位 構造・用途・種類 細目 供用終了日 備忘価額 改定取得価額 増加償却額 次期償却過不足額

場所 減少日 償却率 算出償却率 端数調整額 期末償却累計額

減少事由 改定償却率 償却月数 特別償却額 期末帳簿価額

1 3,269,980 3,269,980 3,269,980 0

奥畑集会施設敷地（奥畑56-1） 事業用資産 平成08年05月31日 対象外 0 0

土地 － 非償却

平成08年05月31日 0

1 筆 0

奥畑集会施設 0

－ 3,269,980

2 3,732,470 3,732,470 3,732,470 0

奥畑集会施設敷地（奥畑56-3） 事業用資産 平成08年05月31日 対象外 0 0

土地 － 非償却

平成08年05月31日 0

1 筆 0

奥畑集会施設 0

－ 3,732,470

3 319,340 319,340 319,340 0

奥畑集会施設敷地（奥畑56-4） 事業用資産 平成08年05月31日 対象外 0 0

土地 － 非償却

平成08年05月31日 0

1 筆 0

奥畑集会施設 0

－ 319,340

4 6,885,200 6,885,200 6,885,200 0

奥畑集会施設敷地（奥畑57-2） 事業用資産 平成08年05月31日 対象外 0 0

土地 － 非償却

平成08年05月31日 0

1 筆 0

奥畑集会施設 0

－ 6,885,200

平成31年１月１日現在
の固定資産税評価額で
評価替え

平成31年１月１日現在
の固定資産税評価額で
評価替え

平成31年１月１日現在
の固定資産税評価額で
評価替え

平成31年１月１日現在
の固定資産税評価額で
評価替え

淡路広域行政事務組合 一般会計



No. 2

                                 固定資産一覧 
　　　　　 科目　　　 令和02年04月01日から令和03年03月31日まで (単位：円)

コード 取得価額 圧縮後取得価額 残存価額 期首帳簿価額 当期償却限度額

資産名 科目 取得日 償却資産種類 償却可能限度額 期首償却累計額 当期償却額

増加事由 償却方法 償却保証率 期首償却過不足額当期償却過不足額

供用開始日 耐用年数 償却保証価額 算出償却額 特別償却切捨 メモ

数量 単位 構造・用途・種類 細目 供用終了日 備忘価額 改定取得価額 増加償却額 次期償却過不足額

場所 減少日 償却率 算出償却率 端数調整額 期末償却累計額

減少事由 改定償却率 償却月数 特別償却額 期末帳簿価額

5 77,000 77,000 77,000 0

奥畑集会施設敷地（奥畑57-10） 事業用資産 平成08年05月31日 対象外 0 0

土地 － 非償却

平成08年05月31日 0

1 筆 0

奥畑集会施設 0

－ 77,000

6 126,000 126,000 126,000 0

奥畑集会施設敷地（奥畑60-4） 事業用資産 平成08年05月31日 対象外 0 0

土地 － 非償却

平成08年05月31日 0

1 筆 0

奥畑集会施設 0

－ 126,000

7 896,000 896,000 896,000 0

粗大ごみ処理場敷地（奥畑394-1） 事業用資産 昭和48年12月03日 対象外 0 0

土地 － 非償却

昭和48年12月03日 0

1 筆 0

粗大ごみ処理場 0

－ 896,000

8 9,996,000 9,996,000 9,996,000 0

粗大ごみ処理場敷地（奥畑587） 事業用資産 昭和48年12月03日 対象外 0 0

土地 － 非償却

昭和48年12月03日 0

1 筆 0

粗大ごみ処理場 0

－ 9,996,000

平成31年１月１日現在
の固定資産税評価額で
評価替え

平成31年１月１日現在
の固定資産税評価額で
評価替え

平成31年１月１日現在
の固定資産税評価額で
評価替え

平成31年１月１日現在
の固定資産税評価額で
評価替え

淡路広域行政事務組合 一般会計



No. 3

                                 固定資産一覧 
　　　　　 科目　　　 令和02年04月01日から令和03年03月31日まで (単位：円)

コード 取得価額 圧縮後取得価額 残存価額 期首帳簿価額 当期償却限度額

資産名 科目 取得日 償却資産種類 償却可能限度額 期首償却累計額 当期償却額

増加事由 償却方法 償却保証率 期首償却過不足額当期償却過不足額

供用開始日 耐用年数 償却保証価額 算出償却額 特別償却切捨 メモ

数量 単位 構造・用途・種類 細目 供用終了日 備忘価額 改定取得価額 増加償却額 次期償却過不足額

場所 減少日 償却率 算出償却率 端数調整額 期末償却累計額

減少事由 改定償却率 償却月数 特別償却額 期末帳簿価額

9 555,310 555,310 555,310 0

粗大ごみ処理場敷地（奥畑588-1） 事業用資産 平成05年03月31日 対象外 0 0

土地 － 非償却

平成05年03月31日 0

1 筆 0

粗大ごみ処理場 0

－ 555,310

10 1,106,000 1,106,000 1,106,000 0

粗大ごみ処理場敷地（奥畑588-2） 事業用資産 平成05年03月31日 対象外 0 0

土地 － 非償却

平成05年03月31日 0

1 筆 0

粗大ごみ処理場 0

－ 1,106,000

11 6,664,000 6,664,000 6,664,000 0

粗大ごみ処理場敷地（奥畑589） 事業用資産 平成05年03月31日 対象外 0 0

土地 － 非償却

平成05年03月31日 0

1 筆 0

粗大ごみ処理場 0

－ 6,664,000

12 1,578,259 1,578,259 1,578,259 0

国立岩屋分院官舎敷地（岩屋55） 事業用資産 昭和47年10月01日 対象外 0 0

土地 － 非償却

昭和47年10月01日 0

1 筆 0

国立岩屋分院官舎 0

－ 1,578,259

平成31年１月１日現在
の固定資産税評価額で
評価替え

平成31年１月１日現在
の固定資産税評価額で
評価替え

平成31年１月１日現在
の固定資産税評価額で
評価替え

平成31年１月１日現在
の固定資産税評価額で
評価替え

淡路広域行政事務組合 一般会計



No. 4

                                 固定資産一覧 
　　　　　 科目　　　 令和02年04月01日から令和03年03月31日まで (単位：円)

コード 取得価額 圧縮後取得価額 残存価額 期首帳簿価額 当期償却限度額

資産名 科目 取得日 償却資産種類 償却可能限度額 期首償却累計額 当期償却額

増加事由 償却方法 償却保証率 期首償却過不足額当期償却過不足額

供用開始日 耐用年数 償却保証価額 算出償却額 特別償却切捨 メモ

数量 単位 構造・用途・種類 細目 供用終了日 備忘価額 改定取得価額 増加償却額 次期償却過不足額

場所 減少日 償却率 算出償却率 端数調整額 期末償却累計額

減少事由 改定償却率 償却月数 特別償却額 期末帳簿価額

31 4,998,000 4,998,000 4,998,000 0

粗大ごみ処理場敷地（奥畑） 事業用資産 昭和48年12月03日 対象外 0 0

土地 － 非償却

昭和48年12月03日 0

1 筆 0

粗大ごみ処理場 0

－ 4,998,000

40,203,559 0 40,203,559 0

事業用資産 0 0

土地

合計 0

0

0

40,203,559

20 2,843,790,000 2,843,790,000 1,001,014,080 76,782,330

粗大ごみ処理場 事業用資産 平成08年03月31日 対象外 1,842,775,920 76,782,330

建物 新品購入 定額法

機械及び装置以外の有形減価償却資産建物 平成08年03月31日 38年 76,782,330

1 棟 鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの工場(作業場を含む)用又は倉庫用のもの 1

粗大ごみ処理場 その他のもの 0.027 0.027 1,919,558,250

その他のもの － 12ヶ月 924,231,750

21 25,111,000 25,111,000 3,163,986 954,218

奥畑集会所 事業用資産 平成09年03月31日 対象外 21,947,014 954,218

建物 新品購入 定額法

機械及び装置以外の有形減価償却資産 平成09年03月31日 27年 954,218

1 棟 建物 1

奥畑集会所 金属造のもの(骨格材の肉厚が3ミリメートルを超え4ミリメートル以下のものに限る)0.038 0.038 22,901,232

店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの－ 12ヶ月 2,209,768

平成31年１月１日現在
の固定資産税評価額で
評価替え

淡路広域行政事務組合 一般会計



No. 5

                                 固定資産一覧 
　　　　　 科目　　　 令和02年04月01日から令和03年03月31日まで (単位：円)

コード 取得価額 圧縮後取得価額 残存価額 期首帳簿価額 当期償却限度額

資産名 科目 取得日 償却資産種類 償却可能限度額 期首償却累計額 当期償却額

増加事由 償却方法 償却保証率 期首償却過不足額当期償却過不足額

供用開始日 耐用年数 償却保証価額 算出償却額 特別償却切捨 メモ

数量 単位 構造・用途・種類 細目 供用終了日 備忘価額 改定取得価額 増加償却額 次期償却過不足額

場所 減少日 償却率 算出償却率 端数調整額 期末償却累計額

減少事由 改定償却率 償却月数 特別償却額 期末帳簿価額

22 71,526,000 71,526,000 20,027,280 2,145,780

心身障害児通園施設 事業用資産 平成08年03月31日 対象外 51,498,720 2,145,780

建物 新品購入 定額法

機械及び装置以外の有形減価償却資産 平成08年03月31日 34年 2,145,780

1 棟 建物 1

心身障害児通園施設 金属造のもの(骨格材の肉厚が4ミリメートルを超えるものに限る) 0.030 0.030 53,644,500

店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの－ 12ヶ月 17,881,500

32 3,997,685 3,997,685 2,920,312 307,821

空調機 事業用資産 平成28年10月27日 対象外 1,077,373 307,821

建物 新品購入 定額法

機械及び装置以外の有形減価償却資産 平成28年10月27日 13年 307,821

1 式 建物付属設備 1

心身障害児通園施設 冷房、暖房、通風又はボイラー設備 0.077 0.077 1,385,194

冷暖房設備(冷凍機の出力が22キロワット以下のもの)－ 12ヶ月 2,612,491

36 5,302,800 5,302,800 4,468,494 312,865

機材収納庫 事業用資産 平成29年08月21日 対象外 834,306 312,865

建物 新品購入 定額法

機械及び装置以外の有形減価償却資産建物 平成29年08月21日 17年 312,865

1 金属造のもの(骨格材の肉厚が3ミリメートル以下のものに限る) 1

心身障害児通園施設 工場(作業場を含む)用又は倉庫用のもの 0.059 0.059 1,147,171

その他のもの － 12ヶ月 4,155,629

39 1,145,124 1,145,124 1,042,255 88,174

エアコン（事務室・操作室） 事業用資産 平成31年02月26日 対象外 102,869 88,174

建物 新品購入 定額法

機械及び装置以外の有形減価償却資産 平成31年02月26日 13年 88,174

1 式 建物付属設備 1

粗大ごみ処理場 冷房、暖房、通風又はボイラー設備 0.077 0.077 191,043

冷暖房設備(冷凍機の出力が22キロワット以下のもの)－ 12ヶ月 954,081

淡路広域行政事務組合 一般会計



No. 6

                                 固定資産一覧 
　　　　　 科目　　　 令和02年04月01日から令和03年03月31日まで (単位：円)

コード 取得価額 圧縮後取得価額 残存価額 期首帳簿価額 当期償却限度額

資産名 科目 取得日 償却資産種類 償却可能限度額 期首償却累計額 当期償却額

増加事由 償却方法 償却保証率 期首償却過不足額当期償却過不足額

供用開始日 耐用年数 償却保証価額 算出償却額 特別償却切捨 メモ

数量 単位 構造・用途・種類 細目 供用終了日 備忘価額 改定取得価額 増加償却額 次期償却過不足額

場所 減少日 償却率 算出償却率 端数調整額 期末償却累計額

減少事由 改定償却率 償却月数 特別償却額 期末帳簿価額

42 2,592,000 2,592,000 2,214,000 324,000

複合火災受信機 事業用資産 平成31年02月15日 対象外 378,000 324,000

建物 新品購入 定額法

機械及び装置以外の有形減価償却資産 平成31年02月15日 8年 324,000

1 式 建物付属設備 1

粗大ごみ処理場 消火、排煙又は災害報知設備及び格納式避難設備 0.125 0.125 702,000

－ 12ヶ月 1,890,000

2,953,464,609 0 1,034,850,407 80,915,188

事業用資産 1,918,614,202 80,915,188

建物

合計 80,915,188

7

1,999,529,390

953,935,219

13 1,244,840 1,244,840 1 0

普通乗用車（神戸503に9733・ウイングロード） 有形固定資産 平成24年07月19日 車両 1,244,839 0

物品 新品購入 定額法

機械及び装置以外の有形減価償却資産車両及び運搬具 平成24年07月19日 6年 0

1 台 前掲のもの以外のもの 自動車(二輪又は三輪自動車を除く) 1

心身障害児通園施設 その他のもの 0.167 0.167 1,244,839

その他のもの － 12ヶ月 1

14 400,000 400,000 1 0

普通乗用車（神戸302せ4190・プリウス） 有形固定資産 平成27年01月28日 車両 399,999 0

物品 中古購入 定額法

機械及び装置以外の有形減価償却資産車両及び運搬具 平成27年01月28日 2年 0

1 台 前掲のもの以外のもの 自動車(二輪又は三輪自動車を除く) 1

広域行政事務組合 その他のもの 0.500 0.500 399,999

その他のもの － 12ヶ月 1

リース期間（5年）終
了後に無償譲渡　新品
価額2,400,000円÷耐
用年数6年＝400,000円

淡路広域行政事務組合 一般会計



No. 7

                                 固定資産一覧 
　　　　　 科目　　　 令和02年04月01日から令和03年03月31日まで (単位：円)

コード 取得価額 圧縮後取得価額 残存価額 期首帳簿価額 当期償却限度額

資産名 科目 取得日 償却資産種類 償却可能限度額 期首償却累計額 当期償却額

増加事由 償却方法 償却保証率 期首償却過不足額当期償却過不足額

供用開始日 耐用年数 償却保証価額 算出償却額 特別償却切捨 メモ

数量 単位 構造・用途・種類 細目 供用終了日 備忘価額 改定取得価額 増加償却額 次期償却過不足額

場所 減少日 償却率 算出償却率 端数調整額 期末償却累計額

減少事由 改定償却率 償却月数 特別償却額 期末帳簿価額

15 660,000 660,000 1 0

軽貨物自動車（神戸43き5100・ハイゼットトラック）有形固定資産 平成13年10月19日 車両 659,999 0

物品 新品購入 定額法

機械及び装置以外の有形減価償却資産車両及び運搬具 平成13年10月19日 4年 0

1 台 前掲のもの以外のもの 1

粗大ごみ処理場 自動車(二輪又は三輪自動車を除く) 0.250 0.250 659,999

小型車(総排気量が0.66リットル以下のものをいう)－ 12ヶ月 1

16 5,177,000 5,177,000 1 0

ショベルローダー（コマツSD25-3） 有形固定資産 平成08年03月01日 車両 5,176,999 0

物品 新品購入 定額法

機械及び装置以外の有形減価償却資産車両及び運搬具 平成08年03月01日 7年 0

1 台 前掲のもの以外のもの 1

粗大ごみ処理場 その他のもの 0.143 0.143 5,176,999

自走能力を有するもの － 12ヶ月 1

17 2,447,000 2,447,000 1 0

フォークリフト（コマツFD14-15） 有形固定資産 平成08年03月01日 車両 2,446,999 0

物品 新品購入 定額法

機械及び装置以外の有形減価償却資産 平成08年03月01日 4年 0

1 台 車両及び運搬具 1

粗大ごみ処理場 前掲のもの以外のもの 0.250 0.250 2,446,999

フォークリフト － 12ヶ月 1

18 5,334,000 5,334,000 1 0

バックホー（コマツPC40MR-3） 有形固定資産 平成24年10月23日 車両 5,333,999 0

物品 新品購入 定額法

機械及び装置以外の有形減価償却資産車両及び運搬具 平成24年10月23日 7年 0

1 台 前掲のもの以外のもの 1

粗大ごみ処理場 その他のもの 0.143 0.143 5,333,999

自走能力を有するもの － 12ヶ月 1

淡路広域行政事務組合 一般会計



No. 8

                                 固定資産一覧 
　　　　　 科目　　　 令和02年04月01日から令和03年03月31日まで (単位：円)

コード 取得価額 圧縮後取得価額 残存価額 期首帳簿価額 当期償却限度額

資産名 科目 取得日 償却資産種類 償却可能限度額 期首償却累計額 当期償却額

増加事由 償却方法 償却保証率 期首償却過不足額当期償却過不足額

供用開始日 耐用年数 償却保証価額 算出償却額 特別償却切捨 メモ

数量 単位 構造・用途・種類 細目 供用終了日 備忘価額 改定取得価額 増加償却額 次期償却過不足額

場所 減少日 償却率 算出償却率 端数調整額 期末償却累計額

減少事由 改定償却率 償却月数 特別償却額 期末帳簿価額

19 1,344,000 1,344,000 1 0

フォークリフト（コマツFD25C-17） 有形固定資産 平成25年08月23日 車両 1,343,999 0

物品 新品購入 定額法

機械及び装置以外の有形減価償却資産 平成25年08月23日 4年 0

1 台 車両及び運搬具 1

粗大ごみ処理場 前掲のもの以外のもの 0.250 0.250 1,343,999

フォークリフト － 12ヶ月 1

23 18,000,000 18,000,000 1 0

処理プラント 有形固定資産 平成08年03月31日 機械装置 17,999,999 0

物品 新品購入 定額法

機械及び装置 平成08年03月31日 17年 0

1 式 55.前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲の区分によらないもの 1

粗大ごみ処理場 その他の設備 0.059 0.059 17,999,999

主として金属製のもの － 12ヶ月 1

25 2,740,000 2,740,000 1 0

緊急通報システム 有形固定資産 平成04年03月31日 器具備品 2,739,999 0

物品 新品購入 定額法

機械及び装置以外の有形減価償却資産器具及び備品 平成04年03月31日 10年 0

1 式 2.事務機器及び通信機器 令和02年10月29日 1

淡路広域消防事務組合 電話設備その他の通信機器 令和02年10月29日 0.100 0.100 0

その他のもの － 7ヶ月 0

26 2,808,000 2,808,000 1,979,640 165,672

トラックスケール 有形固定資産 平成27年03月31日 機械装置 828,360 165,672

物品 新品購入 定額法

機械及び装置 平成27年03月31日 17年 165,672

1 式 55.前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲の区分によらないもの 1

粗大ごみ処理場 その他の設備 0.059 0.059 994,032

主として金属製のもの － 12ヶ月 1,813,968

淡路広域行政事務組合 一般会計



No. 9

                                 固定資産一覧 
　　　　　 科目　　　 令和02年04月01日から令和03年03月31日まで (単位：円)

コード 取得価額 圧縮後取得価額 残存価額 期首帳簿価額 当期償却限度額

資産名 科目 取得日 償却資産種類 償却可能限度額 期首償却累計額 当期償却額

増加事由 償却方法 償却保証率 期首償却過不足額当期償却過不足額

供用開始日 耐用年数 償却保証価額 算出償却額 特別償却切捨 メモ

数量 単位 構造・用途・種類 細目 供用終了日 備忘価額 改定取得価額 増加償却額 次期償却過不足額

場所 減少日 償却率 算出償却率 端数調整額 期末償却累計額

減少事由 改定償却率 償却月数 特別償却額 期末帳簿価額

27 11,664,000 11,664,000 8,223,120 688,176

プラントコントロール装置 有形固定資産 平成27年03月31日 機械装置 3,440,880 688,176

物品 新品購入 定額法

機械及び装置 平成27年03月31日 17年 688,176

1 式 55.前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲の区分によらないもの 1

粗大ごみ処理場 その他の設備 0.059 0.059 4,129,056

主として金属製のもの － 12ヶ月 7,534,944

28 1,732,500 1,732,500 1,119,198 102,217

空気圧縮機 有形固定資産 平成26年03月31日 機械装置 613,302 102,217

物品 新品購入 定額法

機械及び装置 平成26年03月31日 17年 102,217

1 式 55.前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲の区分によらないもの 1

粗大ごみ処理場 その他の設備 0.059 0.059 715,519

主として金属製のもの － 12ヶ月 1,016,981

29 2,808,000 2,808,000 1,979,640 165,672

二軸破砕機シーケンサ 有形固定資産 平成27年03月31日 機械装置 828,360 165,672

物品 新品購入 定額法

機械及び装置 平成27年03月31日 17年 165,672

1 式 55.前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲の区分によらないもの 1

粗大ごみ処理場 その他の設備 0.059 0.059 994,032

主として金属製のもの － 12ヶ月 1,813,968

30 1,857,600 1,857,600 1,309,610 109,598

ごみクレーンシーケンサ 有形固定資産 平成27年03月31日 機械装置 547,990 109,598

物品 新品購入 定額法

機械及び装置 平成27年03月31日 17年 109,598

1 式 55.前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲の区分によらないもの 1

粗大ごみ処理場 その他の設備 0.059 0.059 657,588

主として金属製のもの － 12ヶ月 1,200,012

淡路広域行政事務組合 一般会計



No. 10

                                 固定資産一覧 
　　　　　 科目　　　 令和02年04月01日から令和03年03月31日まで (単位：円)

コード 取得価額 圧縮後取得価額 残存価額 期首帳簿価額 当期償却限度額

資産名 科目 取得日 償却資産種類 償却可能限度額 期首償却累計額 当期償却額

増加事由 償却方法 償却保証率 期首償却過不足額当期償却過不足額

供用開始日 耐用年数 償却保証価額 算出償却額 特別償却切捨 メモ

数量 単位 構造・用途・種類 細目 供用終了日 備忘価額 改定取得価額 増加償却額 次期償却過不足額

場所 減少日 償却率 算出償却率 端数調整額 期末償却累計額

減少事由 改定償却率 償却月数 特別償却額 期末帳簿価額

33 23,760,000 23,760,000 18,970,380 1,401,840

破砕物コンベアベルト 有形固定資産 平成28年11月30日 機械装置 4,789,620 1,401,840

物品 新品購入 定額法

機械及び装置 平成28年11月30日 17年 1,401,840

1 式 55.前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲の区分によらないもの 1

粗大ごみ処理場 その他の設備 0.059 0.059 6,191,460

主として金属製のもの － 12ヶ月 17,568,540

34 1,378,080 1,378,080 1,113,836 81,306

天井クレーンインバーター 有形固定資産 平成29年01月31日 機械装置 264,244 81,306

物品 新品購入 定額法

機械及び装置 平成29年01月31日 17年 81,306

1 式 55.前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲の区分によらないもの 1

粗大ごみ処理場 その他の設備 0.059 0.059 345,550

主として金属製のもの － 12ヶ月 1,032,530

35 2,570,400 2,570,400 2,102,804 151,653

粗大系アルミ選別機 有形固定資産 平成29年03月06日 機械装置 467,596 151,653

物品 新品購入 定額法

機械及び装置 平成29年03月06日 17年 151,653

1 式 55.前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲の区分によらないもの 1

粗大ごみ処理場 その他の設備 0.059 0.059 619,249

主として金属製のもの － 12ヶ月 1,951,151

37 22,680,000 22,680,000 19,111,680 1,338,120

粗大不燃ごみ供給コンベアベルト 有形固定資産 平成29年12月07日 機械装置 3,568,320 1,338,120

物品 新品購入 定額法

機械及び装置 平成29年12月07日 17年 1,338,120

1 55.前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲の区分によらないもの 1

粗大ごみ処理場 その他の設備 0.059 0.059 4,906,440

主として金属製のもの － 12ヶ月 17,773,560

淡路広域行政事務組合 一般会計



No. 11

                                 固定資産一覧 
　　　　　 科目　　　 令和02年04月01日から令和03年03月31日まで (単位：円)

コード 取得価額 圧縮後取得価額 残存価額 期首帳簿価額 当期償却限度額

資産名 科目 取得日 償却資産種類 償却可能限度額 期首償却累計額 当期償却額

増加事由 償却方法 償却保証率 期首償却過不足額当期償却過不足額

供用開始日 耐用年数 償却保証価額 算出償却額 特別償却切捨 メモ

数量 単位 構造・用途・種類 細目 供用終了日 備忘価額 改定取得価額 増加償却額 次期償却過不足額

場所 減少日 償却率 算出償却率 端数調整額 期末償却累計額

減少事由 改定償却率 償却月数 特別償却額 期末帳簿価額

38 3,672,000 3,672,000 3,220,650 216,648

破砕機グレートバー 有形固定資産 平成30年03月28日 機械装置 451,350 216,648

物品 新品購入 定額法

機械及び装置 平成30年03月28日 17年 216,648

1 式 55.前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲の区分によらないもの 1

粗大ごみ処理場 その他の設備 0.059 0.059 667,998

主として金属製のもの － 12ヶ月 3,004,002

40 19,656,000 19,656,000 18,013,086 1,159,704

供給フィーダ 有形固定資産 平成30年11月30日 機械装置 1,642,914 1,159,704

物品 新品購入 定額法

機械及び装置 平成30年11月30日 17年 1,159,704

1 式 55.前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲の区分によらないもの 1

粗大ごみ処理場 その他の設備 0.059 0.059 2,802,618

主として金属製のもの － 12ヶ月 16,853,382

41 5,378,400 5,378,400 4,955,300 317,325

天井クレーン 有形固定資産 平成30年12月11日 機械装置 423,100 317,325

物品 新品購入 定額法

機械及び装置 平成30年12月11日 17年 317,325

1 式 55.前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲の区分によらないもの 1

粗大ごみ処理場 その他の設備 0.059 0.059 740,425

主として金属製のもの － 12ヶ月 4,637,975

43 2,024,000 2,024,000 1,984,195 119,416

天井クレーン・横行リミットスイッチ（修繕） 有形固定資産 令和元年12月23日 機械装置 39,805 119,416

物品 新品購入 定額法

機械及び装置 令和元年12月23日 17年 119,416

1 式 55.前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲の区分によらないもの 1

粗大ごみ処理場 その他の設備 0.059 0.059 159,221

主として金属製のもの － 12ヶ月 1,864,779

淡路広域行政事務組合 一般会計



No. 12

                                 固定資産一覧 
　　　　　 科目　　　 令和02年04月01日から令和03年03月31日まで (単位：円)

コード 取得価額 圧縮後取得価額 残存価額 期首帳簿価額 当期償却限度額

資産名 科目 取得日 償却資産種類 償却可能限度額 期首償却累計額 当期償却額

増加事由 償却方法 償却保証率 期首償却過不足額当期償却過不足額

供用開始日 耐用年数 償却保証価額 算出償却額 特別償却切捨 メモ

数量 単位 構造・用途・種類 細目 供用終了日 備忘価額 改定取得価額 増加償却額 次期償却過不足額

場所 減少日 償却率 算出償却率 端数調整額 期末償却累計額

減少事由 改定償却率 償却月数 特別償却額 期末帳簿価額

44 24,750,000 24,750,000 24,506,625 1,460,250

排出コンベア（修繕） 有形固定資産 令和02年02月04日 機械装置 243,375 1,460,250

物品 新品購入 定額法

機械及び装置 令和02年02月04日 17年 1,460,250

1 55.前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲の区分によらないもの 1

粗大ごみ処理場 その他の設備 0.059 0.059 1,703,625

主として金属製のもの － 12ヶ月 23,046,375

45 6,247,780 6,247,780 0 312,389

緊急通報システム 有形固定資産 令和02年10月30日 器具備品 0 312,389

物品 新品購入 定額法

機械及び装置以外の有形減価償却資産器具及び備品 令和02年10月30日 10年 312,389

1 式 2.事務機器及び通信機器 1

淡路広域消防事務組合 電話設備その他の通信機器 0.100 0.100 312,389

その他のもの － 6ヶ月 5,935,391

46 4,290,000 4,290,000 0 21,092

破砕送風機（修繕） 有形固定資産 令和03年03月30日 機械装置 0 21,092

物品 新品購入 定額法

機械及び装置 令和03年03月30日 17年 21,092

1 式 55.前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲の区分によらないもの 1

粗大ごみ処理場 その他の設備 0.059 0.059 21,092

主として金属製のもの － 1ヶ月 4,268,908

47 15,040,300 15,040,300 0 73,948

破砕機（修繕） 有形固定資産 令和03年03月26日 機械装置 0 73,948

物品 新品購入 定額法

機械及び装置 令和03年03月26日 17年 73,948

1 式 55.前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲の区分によらないもの 1

粗大ごみ処理場 その他の設備 0.059 0.059 73,948

主として金属製のもの － 1ヶ月 14,966,352

淡路広域行政事務組合 一般会計



No. 13

                                 固定資産一覧 
　　　　　 科目　　　 令和02年04月01日から令和03年03月31日まで (単位：円)

コード 取得価額 圧縮後取得価額 残存価額 期首帳簿価額 当期償却限度額

資産名 科目 取得日 償却資産種類 償却可能限度額 期首償却累計額 当期償却額

増加事由 償却方法 償却保証率 期首償却過不足額当期償却過不足額

供用開始日 耐用年数 償却保証価額 算出償却額 特別償却切捨 メモ

数量 単位 構造・用途・種類 細目 供用終了日 備忘価額 改定取得価額 増加償却額 次期償却過不足額

場所 減少日 償却率 算出償却率 端数調整額 期末償却累計額

減少事由 改定償却率 償却月数 特別償却額 期末帳簿価額

48 3,660,800 3,660,800 0 17,998

粗大系アルミ選別機（修繕） 有形固定資産 令和03年03月26日 機械装置 0 17,998

物品 新品購入 定額法

機械及び装置 令和03年03月26日 17年 17,998

1 式 55.前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲の区分によらないもの 1

粗大ごみ処理場 その他の設備 0.059 0.059 17,998

主として金属製のもの － 1ヶ月 3,642,802

49 2,638,900 2,638,900 0 27,488

圧縮機ＰＬＣ（修繕） 有形固定資産 令和03年03月26日 機械装置 0 27,488

物品 新品購入 定額法

機械及び装置 令和03年03月26日 8年 27,488

1 式 55.前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲の区分によらないもの 1

粗大ごみ処理場 その他の設備 0.125 0.125 27,488

その他のもの － 1ヶ月 2,611,412

195,963,600 0 108,589,773 7,930,512

有形固定資産 55,496,047 7,930,512

物品

合計 7,930,512

28

60,686,560

132,537,040

淡路広域行政事務組合 一般会計


