
【様式第1号】

自治体名：尾三消防組合

会計：連結会計 （単位：千円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 4,104,083   固定負債 2,627,636

    有形固定資産 3,055,273     地方債等 120,085

      事業用資産 2,553,755     長期未払金 -

        土地 342,973     退職手当引当金 2,507,551

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 4,873,152     その他 -

        建物減価償却累計額 -2,668,054   流動負債 288,940

        工作物 6,635     １年内償還予定地方債等 45,650

        工作物減価償却累計額 -950     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 220,614

        航空機 -     預り金 22,676

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 2,916,576

        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 4,379,990

      インフラ資産 -   余剰分（不足分） -2,829,873

        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 3,016,846

      物品減価償却累計額 -2,515,328

    無形固定資産 -

      ソフトウェア -

      その他 -

    投資その他の資産 1,048,810

      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 1,048,810

        減債基金 -

        その他 1,048,810

      その他 -

      徴収不能引当金 -

  流動資産 362,610

    現金預金 86,603

    未収金 100

    短期貸付金 -

    基金 275,907

      財政調整基金 275,907

      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 1,550,118

資産合計 4,466,693 負債及び純資産合計 4,466,693

連結貸借対照表
（令和3年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：尾三消防組合

会計：連結会計 （単位：千円）

    資産売却益 3,204

    その他 -

純行政コスト 3,270,076

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 3,204

  臨時損失 935

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 935

    使用料及び手数料 4,144

    その他 66,194

純経常行政コスト 3,272,345

      社会保障給付 -

      その他 2,361

  経常収益 70,338

        その他 4,079

    移転費用 77,265

      補助金等 74,903

      その他の業務費用 4,704

        支払利息 624

        徴収不能引当金繰入額 -

        維持補修費 23,023

        減価償却費 241,367

        その他 -

        その他 4,190

      物件費等 518,944

        物件費 254,554

        職員給与費 2,507,871

        賞与等引当金繰入額 220,614

        退職手当引当金繰入額 9,096

  経常費用 3,342,683

    業務費用 3,265,418

      人件費 2,741,771

連結行政コスト計算書
自　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日

科目 金額



【様式第3号】

自治体名：尾三消防組合

会計：連結会計 （単位：千円）

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 1,275,449 4,278,789 -3,003,340 -

  純行政コスト（△） -3,270,076 -3,270,076 -

  財源 3,521,755 3,521,755 -

    税収等 3,501,231 3,501,231 -

    国県等補助金 20,524 20,524 -

  本年度差額 251,679 251,679 -

  固定資産等の変動（内部変動） 78,211 -78,211

    有形固定資産等の増加 118,671 -118,671

    有形固定資産等の減少 -241,367 241,367

    貸付金・基金等の増加 160,338 -160,338

    貸付金・基金等の減少 40,569 -40,569

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 22,990 22,990

  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 - - - -

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 274,668 101,201 173,467 -

本年度末純資産残高 1,550,118 4,379,990 -2,829,873 -

連結純資産変動計算書
自　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日

科目 合計



【様式第4号】

自治体名：尾三消防組合

会計：連結会計 （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 23,643

本年度歳計外現金増減額 -967

本年度末歳計外現金残高 22,676

本年度末現金預金残高 86,603

財務活動収支 -20,535

本年度資金収支額 5,102

前年度末資金残高 58,825

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 63,927

    地方債等償還支出 41,335

    その他の支出 -

  財務活動収入 20,800

    地方債等発行収入 20,800

    その他の収入 -

    資産売却収入 3,204

    その他の収入 -

投資活動収支 -256,554

【財務活動収支】

  財務活動支出 41,335

    その他の支出 -

  投資活動収入 22,456

    国県等補助金収入 19,252

    基金取崩収入 -

    貸付金元金回収収入 -

  投資活動支出 279,010

    公共施設等整備費支出 118,671

    基金積立金支出 160,338

    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 935

  臨時収入 -

業務活動収支 282,190

【投資活動収支】

    税収等収入 3,501,231

    国県等補助金収入 1,272

    使用料及び手数料収入 4,144

    その他の収入 66,093

  臨時支出 935

    移転費用支出 273,470

      補助金等支出 271,109

      社会保障給付支出 -

      その他の支出 2,361

  業務収入 3,572,741

    業務費用支出 3,016,146

      人件費支出 2,733,865

      物件費等支出 277,577

      支払利息支出 624

      その他の支出 4,079

連結資金収支計算書
自　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日

科目 金額

【業務活動収支】

  業務支出 3,289,616
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