
【様式第1号】

自治体名：尾三消防組合

会計：一般会計 （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 3,154,978,542   固定負債 1,790,784,946

    有形固定資産 3,154,978,542     地方債 144,934,512

      事業用資産 2,663,244,781     長期未払金 -

        土地 342,973,015     退職手当引当金 1,645,850,434

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 4,873,151,608     その他 -

        建物減価償却累計額 -2,554,543,042   流動負債 286,781,474

        工作物 2,376,000     １年内償還予定地方債 41,334,505

        工作物減価償却累計額 -712,800     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 221,804,180

        航空機 -     預り金 23,642,789

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 2,077,566,420

        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 3,270,547,610

      インフラ資産 -   余剰分（不足分） -1,995,098,356

        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 2,966,477,408

      物品減価償却累計額 -2,474,743,647

    無形固定資産 -

      ソフトウェア -

      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 198,037,132

    現金預金 82,468,064

    未収金 -

    短期貸付金 -

    基金 115,569,068

      財政調整基金 115,569,068

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 - 純資産合計 1,275,449,254

資産合計 3,353,015,674 負債及び純資産合計 3,353,015,674

貸借対照表
（令和2年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：尾三消防組合

会計：一般会計 （単位：円）

    その他 -

純行政コスト 3,592,369,316

    その他 -

  臨時利益 3,510,464

    資産売却益 3,510,464

    資産除売却損 1

    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 3,595,879,779

  臨時損失 1

    災害復旧事業費 -

  経常収益 64,374,981

    使用料及び手数料 5,222,640

    その他 59,152,341

      社会保障給付 -

      他会計への繰出金 -

      その他 3,200,700

        その他 4,088,720

    移転費用 80,553,698

      補助金等 77,352,998

      その他の業務費用 4,866,361

        支払利息 777,641

        徴収不能引当金繰入額 -

        維持補修費 15,288,463

        減価償却費 201,414,712

        その他 -

        その他 1,192,604

      物件費等 532,235,836

        物件費 315,532,661

        職員給与費 2,576,711,837

        賞与等引当金繰入額 221,804,180

        退職手当引当金繰入額 242,890,244

  経常費用 3,660,254,760

    業務費用 3,579,701,062

      人件費 3,042,598,865

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



【様式第3号】

自治体名：尾三消防組合

会計：一般会計 （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 1,346,085,987 3,189,627,202 -1,843,541,215

  純行政コスト（△） -3,592,369,316 -3,592,369,316

  財源 3,521,732,570 3,521,732,570

    税収等 3,489,231,208 3,489,231,208

    国県等補助金 32,501,362 32,501,362

  本年度差額 -70,636,746 -70,636,746

  固定資産等の変動（内部変動） 80,920,395 -80,920,395

    有形固定資産等の増加 315,973,839 -315,973,839

    有形固定資産等の減少 -201,414,720 201,414,720

    貸付金・基金等の増加 44,602,068 -44,602,068

    貸付金・基金等の減少 -78,240,792 78,240,792

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 13 13

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -70,636,733 80,920,408 -151,557,141

本年度末純資産残高 1,275,449,254 3,270,547,610 -1,995,098,356

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：尾三消防組合

会計：一般会計 （単位：円）

前年度末歳計外現金残高 23,747,585

本年度歳計外現金増減額 -104,796

本年度末歳計外現金残高 23,642,789

本年度末現金預金残高 82,468,064

    その他の収入 -

財務活動収支 106,756,202

本年度資金収支額 3,708,817

前年度末資金残高 55,116,458

本年度末資金残高 58,825,275

  財務活動支出 27,243,798

    地方債償還支出 27,243,798

    その他の支出 -

  財務活動収入 134,000,000

    地方債発行収入 134,000,000

    貸付金元金回収収入 -

    資産売却収入 3,510,471

    その他の収入 -

投資活動収支 -248,473,244

【財務活動収支】

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 112,102,663

    国県等補助金収入 30,351,400

    基金取崩収入 78,240,792

【投資活動収支】

  投資活動支出 360,575,907

    公共施設等整備費支出 315,973,839

    基金積立金支出 44,602,068

    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 145,425,859

  業務収入 3,555,756,151

    税収等収入 3,489,231,208

    国県等補助金収入 2,149,962

    使用料及び手数料収入 5,222,640

    その他の収入 59,152,341

    移転費用支出 283,082,514

      補助金等支出 279,881,814

      社会保障給付支出 -

      他会計への繰出支出 -

      その他の支出 3,200,700

    業務費用支出 3,127,247,778

      人件費支出 2,791,560,293

      物件費等支出 330,821,124

      支払利息支出 777,641

      その他の支出 4,088,720

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 3,410,330,292


	貸借対照表(BS)
	行政コスト計算書(PL)
	純資産変動計算書(NW)
	資金収支計算書(CF)

