
 

【様式第1号】

自治体名：盛岡地区広域消防組合

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（１） 10,846,791,482   固定負債（１１） 8,604,728,762

    有形固定資産（２） 10,846,791,482     地方債（１２） 3,272,063,043

      事業用資産（３） 9,098,816,654     長期未払金 -

        土地（４） 635,040,473     退職手当引当金（１３） 2,654,559,000

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物（５） 6,997,488,652     その他（１４） 2,678,106,719

        建物減価償却累計額 -1,983,879,588   流動負債（１５） 1,045,821,091

        工作物（６） 7,527,839,289     １年内償還予定地方債（１６） 749,649,587

        工作物減価償却累計額 -4,267,755,972     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（１７） 276,320,550

        航空機 -     預り金（１８） 19,850,954

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計（１９） 9,650,549,853

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定（７） 190,083,800   固定資産等形成分（２０） 10,846,791,482

      インフラ資産 -   余剰分（不足分）（２１） -9,513,556,558

        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（８） 4,800,150,237

      物品減価償却累計額 -3,052,175,409

    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（９） 136,993,295

    現金預金 136,993,295

    未収金 -

    短期貸付金 -

    基金 -

      財政調整基金 -

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 - 純資産合計（２２） 1,333,234,924

資産合計（１０） 10,983,784,777 負債及び純資産合計（２３） 10,983,784,777

貸借対照表
（令和2年3月31日現在）



 

番号 用   語 解      説 

１ 固定資産 資産のうち、流動資産以外のもの 

２ 有形固定資産 事業用資産及び物品（３と８の小計） 

３ 事業用資産 有形固定資産のうち、物品以外のもの（４～６の小計） 

４ 土地 当組合で所有する土地 

５ 建物 
当組合で所有する庁舎等（耐用年数 15年～50年）  

※経過年数による減価償却あり 

６ 工作物 
当組合で所有する防火水槽及び庁舎外構設備等（耐用年数 30

年～40年）※経過年数による減価償却あり 

７ 建物仮勘定 未完成の建物の完成～引渡しまでに前払いした諸費用 

８ 物品 

当組合で所有する消防車両及び資機材等で、原則として取得価

格又は見積額が 100万円以上のもの（耐用年数４年～17年） 

※経過年数による減価償却あり 

９ 流動資産（現金預金） 
地方自治法第 235 条の４に規定する歳計現金及び歳入歳出外現

金 

10 資産合計 資産の合計額 

11 固定負債 １年を超えて償還する債務（11～13の小計） 

12 地方債 組合債のうち、償還予定が１年超の金額 

13 退職手当引当金 
基準日に特別職を含む組合の全職員が、自己の都合により退職

するものとした場合の退職手当支給見込額 

14 その他 11と 12以外の債務 

15 流動負債 １年以内に償還する債務（15～17の小計） 

16 １年内償還予定地方債 組合債のうち、１年以内に償還予定の金額 

17 賞与等引当金 

職員に支給される期末手当及び勤勉手当で、翌会計年度に支払

うことが予定されている支給見込額と、これを標準として負担

する地方公務員等共済組合負担金のうち、基準日時点において

発生していると認められる額 

18 預り金 
基準日時点において、第三者から寄託された資産に係る見返負

債 

19 負債合計 負債の合計額 

20 固定資産等形成分 
資産形成のために充当した資源の蓄積をいい、原則として金銭

以外の形態（固定資産等）で保有されている金額 

21 余剰分（不足分） 
組合の費消可能な資源の蓄積をいい、原則として金銭の形態で

保有されている金額 

22 純資産合計 純資産の合計額 

23 負債及び純資産合計 負債及び純資産の合計額 

 



 

【様式第2号】

自治体名：盛岡地区広域消防組合

会計：一般会計 （単位：円）

    その他 -

純行政コスト（２５） 6,607,974,042

    その他 -

  臨時利益（２４） 149,998

    資産売却益 149,998

    資産除売却損 72,550,518

    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（２２） 6,535,573,522

  臨時損失（２３） 72,550,518

    災害復旧事業費 -

  経常収益（１９） 148,338,947

    使用料及び手数料（２０） 4,570,100

    その他（２１） 143,768,847

      社会保障給付 -

      他会計への繰出金 -

      その他（１８） 2,558,800

        その他（１５） 411,907

    移転費用（１６） 129,768,546

      補助金等（１７） 127,209,746

      その他の業務費用（１３） 35,024,857

        支払利息（１４） 34,612,950

        徴収不能引当金繰入額 -

        維持補修費（１０） 49,946,426

        減価償却費（１１） 915,438,794

        その他（１２） 3,232,523

        その他（７） 10,293,796

      物件費等（８） 1,678,045,395

        物件費（９） 709,427,652

        職員給与費（４） 4,331,878,325

        賞与等引当金繰入額（５） 276,320,550

        退職手当引当金繰入額（６） 222,581,000

  経常費用（１） 6,683,912,469

    業務費用（２） 6,554,143,923

      人件費（３） 4,841,073,671

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



 

番号 用   語 解      説 

１ 経常費用 毎会計年度経常的に発生する費用（２と 16の小計） 

２ 業務費用 業務費（人件費等）にかかる費用（３、８、13の小計） 

３ 人件費 
給与費（報酬、職員給、各種手当等）から退職手当及び前年度

賞与引当金を除いた金額（４と７の小計） 

４ 職員給与費 職員の給与等 

５ 賞与当引当金繰入額 
翌年度に支払うことが予定される賞与のうち今年度負担分の金

額 

６ 退職手当引当金繰入額 当該年度に引当金として新たに繰り入れた金額 

７ その他 ４～６以外の人件費 

８ 物件費等 物件費等にかかる費用（９～12の小計） 

９ 物件費 旅費、備品購入費、委託料及び光熱水費等の金額 

10 維持補修費 施設等の維持修繕に要する金額 

11 減価償却費 
有形固定資産が経年劣化等に伴い、価値が減少したと認められ

る金額 

12 その他 ９～11以外の物件費等 

13 その他の業務費用 人件費及び物件費等以外の費用（14と 15の小計） 

14 支払利息 地方債の利子支払額 

15 その他 14以外の業務費用 

16 移転費用 移転（補助金等）にかかる費用（17と 18の小計） 

17 補助金等 政策目的による補助金等 

18 その他 17以外の移転費用 

19 経常収益 毎会計年度経常的に発生する収益（20と 21の小計） 

20 使用料及び手数料 

組合がその活動として一定の財・サービスを提供する場合に、

当該財・サービスの対価として使用料及び手数料の形態で徴収

する金銭 

21 その他 20以外の収益 

22 純経常行政コスト 日常的に係るコストの収支（１と 19の差額） 

23 
臨時損失（資産除売却

損） 

資産の売却による収入が帳簿価額を下回る場合の差額及び除却

した資産の除却時の帳簿価額 

24 
臨時収益（資産売却

益） 

資産の売却による収入が帳簿価額を上回る場合の差額 

25 純行政コスト 行政活動にかかるコストの純額（22～24の合計） 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

番号   用   語 解      説 

１ 前年度末純資産残高 前年度末における純資産残高額 

２ 純行政コスト 行政コスト計算書における純行政コストの額 

３ 財源（税収等） 財源の合計額（４、５の合計） 

４ 税収等 構成市町等の負担金 

５ 国県等補助金 国又は県からの補助金 

６ 本年度差額 本年度の差額（２，３の差額） 

７ 固定資産等の変動（内部変動） 有形固定資産等の増減額 

８ 有形固定資産等の増加 有形固定資産の増加額 

９ 有形固定資産等の減少 有形固定資産の減少額 

10 無償所管換等 無償で譲渡又は取得した固定資産の評価額等 

11 本年度純資産変動額 本年度の純資産の変動額（４，５，８の合計額） 

12 本年度末純資産残高 本年度末の純資産残高（１，９の差額） 

13 固定資産等形成分 
固定資産の額に流動資産における短期貸付金及び基

金等を加えた額 

14 余剰分（不足分） 
純資産合計額のうち、固定資産等形成分を差引いた

額 

 

 

【様式第3号】

自治体名：盛岡地区広域消防組合

会計：一般会計 （単位：円）

科目名 合計 固定資産等形成分（１３） 余剰分(不足分)（１４）

前年度末純資産残高（１） 1,405,235,282 11,013,605,279 -9,608,369,997

  純行政コスト（△）（２） -6,607,974,042 -6,607,974,042

  財源（３） 6,534,473,686 6,534,473,686

    税収等（４） 6,517,122,000 6,517,122,000

    国県等補助金（５） 17,351,686 17,351,686

  本年度差額（６） -73,500,356 -73,500,356

  固定資産等の変動（内部変動）（７） -168,313,795 168,313,795

    有形固定資産等の増加（８） 1,121,534,999 -1,121,534,999

    有形固定資産等の減少（９） -1,289,848,794 1,289,848,794

    貸付金・基金等の増加 - -

    貸付金・基金等の減少 - -

  資産評価差額 - -

  無償所管換等（１０） 1,499,998 1,499,998

  その他 - - -

  本年度純資産変動額（１１） -72,000,358 -166,813,797 94,813,439

本年度末純資産残高（１２） 1,333,234,924 10,846,791,482 -9,513,556,558

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：盛岡地区広域消防組合

会計：一般会計 （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（１） 5,542,537,873

    業務費用支出（２） 5,412,769,327

      人件費支出（３） 4,615,137,869

      物件費等支出（４） 763,018,508

      支払利息支出（５） 34,612,950

      その他の支出 -

    移転費用支出（６） 129,768,546

      補助金等支出（７） 127,209,746

      社会保障給付支出 -

      他会計への繰出支出 -

      その他の支出（８） 2,558,800

  業務収入（９） 6,667,822,233

    税収等収入（１０） 6,517,122,000

    国県等補助金収入（１１） 2,361,286

    使用料及び手数料収入（１２） 4,570,100

    その他の収入（１３） 143,768,847

  臨時支出（１４） 70,034,386

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 70,034,386

  臨時収入 -

業務活動収支（１５） 1,055,249,974

【投資活動収支】

  投資活動支出（１６） 749,641,133

    公共施設等整備費支出 749,641,133

    基金積立金支出 -

    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（１７） 15,140,400

    国県等補助金収入（１８） 14,990,400

    基金取崩収入 -

    貸付金元金回収収入 -

    資産売却収入（１９） 150,000

    その他の収入 -

投資活動収支（２０） -734,500,733

【財務活動収支】

  財務活動支出（２１） 870,642,572

    地方債償還支出（２２） 705,207,914

    その他の支出（２３） 165,434,658

  財務活動収入（２４） 594,000,000

    地方債発行収入 594,000,000

前年度末歳計外現金残高（２９） 18,719,312

本年度歳計外現金増減額（３０） 1,131,642

本年度末歳計外現金残高（３１） 19,850,954

本年度末現金預金残高（３２） 136,993,295

    その他の収入 -

財務活動収支（２５） -276,642,572

本年度資金収支額（２６） 44,106,669

前年度末資金残高（２７） 73,035,672

本年度末資金残高（２８） 117,142,341



 

番号 用   語 解      説 

１ 業務支出 業務にかかる支出額（２と６の小計） 

２ 業務費用支出 業務費用（人件費等）にかかる支出額（３～５の小計） 

３ 人件費支出 給与費等の支出額 

４ 物件費等支出 物件費等の支出額 

５ 支払利息支出 支払利息の支出額 

６ 移転費用支出 移転費用（補助金等）にかかる支出額（７と８の小計） 

７ 補助金等支出 補助金等の支出額 

８ その他の支出 ７以外の支出額 

９ 業務収入 業務にかかる収入額（10～13の小計） 

10 税収等収入 構成市町等の負担金 

11 国県等補助金収入 国又は県からの補助金の収入額 

12 使用料及び手数料収入 使用料及び手数料の収入額 

13 その他の収入 10と 11以外の収入額 

14 臨時支出（その他の支出） 災害復旧事業費以外の支出額 

15 業務活動収支 業務活動の収支（１、９、13の差額） 

16 
投資活動支出（公共施設等

整備費支出） 

有形固定資産等の形成に係る支出額 

17 投資活動収入 投資活動に係る収入額（18と 19の小計） 

18 国県等補助金収入 国又は県からの補助金の収入額 

19 資産売却収入 資産売却による収入額 

20 投資活動収支 投資活動の収支（15と 16の差額） 

21 財務活動支出 財務活動の支出額（19と 20の小計） 

22 地方債償還支出 組合債に係る元本償還の支出額 

23 その他の支出 19以外の支出額 

24 
財務活動収入（地方債発行

収入） 

地方債発行による収入額 

25 財務活動収支 財務活動の収支（18と 21の差額） 

26 本年度資金収支額 本年度の資金の収支（14、17、22の差額） 

27 前年度末資金残高 前年度末の資金残高 

28 本年度末資金残高 本年度末の資金残高（23と 24の合計） 

29 前年度末歳計外現金残高 前年度末の歳計外現金の残高 

30 本年度末歳計外現金増減額 本年度末の歳計外現金の増減額 

31 本年度末歳計外現金残高 本年度末の歳計外現金の残高（26と 27の合計） 

32 本年度末現金預金残高 本年度末の現金預金の残高（25と 28の合計） 

  



 

【様式第1号】

自治体名：盛岡地区広域消防組合

会計：連結会計 （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 11,870,886,482   固定負債 9,593,586,762

    有形固定資産 10,846,791,482     地方債等 3,272,063,043

      事業用資産 9,098,816,654     長期未払金 -

        土地 635,040,473     退職手当引当金 3,643,417,000

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 6,997,488,652     その他 2,678,106,719

        建物減価償却累計額 -1,983,879,588   流動負債 1,045,821,091

        工作物 7,527,839,289     １年内償還予定地方債等 749,649,587

        工作物減価償却累計額 -4,267,755,972     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 276,320,550

        航空機 -     預り金 19,850,954

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 10,639,407,853

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 190,083,800   固定資産等形成分 11,870,886,482

      インフラ資産 -   余剰分（不足分） -10,501,853,558

        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 4,800,150,237

      物品減価償却累計額 -3,052,175,409

    無形固定資産 -

      ソフトウェア -

      その他 -

    投資その他の資産 1,024,095,000

      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 1,024,095,000

        減債基金 -

        その他 1,024,095,000

      その他 -

      徴収不能引当金 -

  流動資産 137,554,295

    現金預金 137,554,295

    未収金 -

    短期貸付金 -

    基金 -

      財政調整基金 -

      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 1,369,032,924

資産合計 12,008,440,777 負債及び純資産合計 12,008,440,777

連結貸借対照表
（令和2年3月31日現在）



 

 

【様式第2号】

自治体名：盛岡地区広域消防組合

会計：連結会計 （単位：円）

    資産売却益 149,998

    その他 -

純行政コスト 6,607,438,042

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 149,998

  臨時損失 72,550,518

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 72,550,518

    使用料及び手数料 4,570,100

    その他 143,771,847

純経常行政コスト 6,535,037,522

      社会保障給付 -

      その他 2,558,800

  経常収益 148,341,947

        その他 411,907

    移転費用 129,169,546

      補助金等 126,610,746

      その他の業務費用 35,024,857

        支払利息 34,612,950

        徴収不能引当金繰入額 -

        維持補修費 49,946,426

        減価償却費 915,438,794

        その他 3,232,523

        その他 10,346,796

      物件費等 1,678,045,395

        物件費 709,427,652

        職員給与費 4,331,891,325

        賞与等引当金繰入額 276,320,550

        退職手当引当金繰入額 222,581,000

  経常費用 6,683,379,469

    業務費用 6,554,209,923

      人件費 4,841,139,671

連結行政コスト計算書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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：盛岡地区広域消防組合

会計：連結会計 （単位：円）

科目名 合計 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 1,440,497,282 12,305,353,279 -10,864,855,997 -

  純行政コスト（△） -6,607,438,042 -6,607,438,042 -

  財源 6,534,473,686 6,534,473,686 -

    税収等 6,517,122,000 6,517,122,000 -

    国県等補助金 17,351,686 17,351,686 -

  本年度差額 -72,964,356 -72,964,356 -

  固定資産等の変動（内部変動） -167,778,795 167,778,795

    有形固定資産等の増加 1,121,534,999 -1,121,534,999

    有形固定資産等の減少 -1,289,848,794 1,289,848,794

    貸付金・基金等の増加 578,000 -578,000

    貸付金・基金等の減少 -43,000 43,000

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 1,499,998 1,499,998

  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 - -268,188,000 268,188,000

  本年度純資産変動額 -71,464,358 -434,466,797 363,002,439 -

本年度末純資産残高 1,369,032,924 11,870,886,482 -10,501,853,558 -

連結純資産変動計算書
                                                                        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：盛岡地区広域消防組合

会計：連結会計 （単位：円）

前年度末歳計外現金残高 18,719,312

本年度歳計外現金増減額 1,131,642

本年度末歳計外現金残高 19,850,954

本年度末現金預金残高 137,554,295

財務活動収支 -276,642,572

本年度資金収支額 44,107,669

前年度末資金残高 73,595,672

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 117,703,341

    地方債等償還支出 705,207,914

    その他の支出 165,434,658

  財務活動収入 594,000,000

    地方債等発行収入 594,000,000

    その他の収入 -

    資産売却収入 150,000

    その他の収入 -

投資活動収支 -735,035,733

【財務活動収支】

  財務活動支出 870,642,572

    その他の支出 -

  投資活動収入 15,183,400

    国県等補助金収入 14,990,400

    基金取崩収入 43,000

    貸付金元金回収収入 -

  投資活動支出 750,219,133

    公共施設等整備費支出 749,641,133

    基金積立金支出 578,000

    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 70,034,386

  臨時収入 -

業務活動収支 1,055,785,974

【投資活動収支】

    税収等収入 6,517,122,000

    国県等補助金収入 2,361,286

    使用料及び手数料収入 4,570,100

    その他の収入 143,771,847

  臨時支出 70,034,386

    移転費用支出 129,169,546

      補助金等支出 126,610,746

      社会保障給付支出 -

      その他の支出 2,558,800

  業務収入 6,667,825,233

    業務費用支出 5,412,835,327

      人件費支出 4,615,203,869

      物件費等支出 763,018,508

      支払利息支出 34,612,950

      その他の支出 -

連結資金収支計算書
                                         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 5,542,004,873


