
 

【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） 10,412,929,786   固定負債（10） 8,125,061,550

    有形固定資産（２） 10,412,929,786     地方債（11） 2,928,177,745

      事業用資産（３） 9,092,397,740     長期未払金 -

        土地（４） 635,040,473     退職手当引当金（12） 2,685,030,000

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物（５） 7,478,753,847     その他（13） 2,511,853,805

        建物減価償却累計額 -2,171,602,539   流動負債（14） 1,062,250,144

        工作物（６） 7,580,326,842     １年内償還予定地方債（15） 768,585,298

        工作物減価償却累計額 -4,430,120,883     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（16） 273,274,764

        航空機 -     預り金（17） 20,390,082

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計（18） 9,187,311,694

        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（19） 10,412,929,786

      インフラ資産 -   余剰分（不足分）（２0） -9,111,392,556

        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（７） 4,911,191,649

      物品減価償却累計額 -3,590,659,603

    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（８） 75,919,138

    現金預金 75,919,138

    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（21） 1,301,537,230

資産合計（９） 10,488,848,924 負債及び純資産合計（22） 10,488,848,924

貸借対照表
（令和３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 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 

８ 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 

９ 資産合計 資産の合計額 

10 固定負債 １年を超えて償還する債務（11～13の小計） 

11 地方債 組合債のうち、償還予定が１年超の金額 

12 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 

13 その他 11と 12以外の債務 

14 流動負債 １年以内に償還する債務（15～17の小計） 

15 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 

16 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 

17 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 

18 負債合計 負債の合計額 

19 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 

20 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 

21 純資産合計 純資産の合計額 

22 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） 6,512,351,694

    その他 -

  臨時利益（24） 82,500

    資産売却益 82,500

    資産除売却損 33,897,464

    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） 6,478,536,730

  臨時損失（23） 33,897,464

    災害復旧事業費 -

  経常収益（19） 148,608,242

    使用料及び手数料（20） 4,711,800

    その他（21） 143,896,442

      社会保障給付 -

      他会計への繰出金 -

      その他（18） 3,236,663

        その他（15） 416,478

    移転費用（16） 309,839,895

      補助金等（17） 306,603,232

      その他の業務費用（13） 31,927,909

        支払利息（14） 31,511,431

        徴収不能引当金繰入額 -

        維持補修費（10） 179,970,660

        減価償却費（11） 952,003,046

        その他（12） 3,306,013

        その他（７） 10,679,537

      物件費等（８） 1,729,410,164

        物件費（９） 594,130,445

        職員給与費（４） 4,241,541,703

        賞与等引当金繰入額（５） 273,274,764

        退職手当引当金繰入額（６） 30,471,000

  経常費用（１） 6,627,144,972

    業務費用（２） 6,317,305,077

      人件費（３） 4,555,967,004

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 

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（12） 余剰分(不足分)（13）

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

  純行政コスト（△）（２） -6,512,351,694 -6,512,351,694

  財源（３） 6,479,154,000 6,479,154,000

    税収等（４） 6,479,154,000 6,479,154,000

    国県等補助金 - -

  本年度差額（５） -33,197,694 -33,197,694

  固定資産等の変動（内部変動）（６） -435,361,696 435,361,696

    有形固定資産等の増加（７） 770,156,152 -770,156,152

    有形固定資産等の減少（８） -1,205,517,848 1,205,517,848

    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（９） 1,500,000 1,500,000

  その他 - - -

  本年度純資産変動額（10） -31,697,694 -433,861,696 402,164,002

本年度末純資産残高（11） 1,301,537,230 10,412,929,786 -9,111,392,556

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【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）

前年度末歳計外現金残高（27） 19,850,954

本年度歳計外現金増減額（28） 539,128

本年度末歳計外現金残高（29） 20,390,082

本年度末現金預金残高（30） 75,919,138

    その他の収入 -

財務活動収支（23） -491,202,501

本年度資金収支額（24） -61,613,285

前年度末資金残高（25） 117,142,341

本年度末資金残高（26） 55,529,056

  財務活動支出（19） 915,902,501

    地方債償還支出（20） 749,649,587

    その他の支出（21） 166,252,914

  財務活動収入（22） 424,700,000

    地方債発行収入 424,700,000

    貸付金元金回収収入 -

    資産売却収入（17） 82,500

    その他の収入 -

投資活動収支（18） -516,558,862

【財務活動収支】

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入（16） 82,500

    国県等補助金収入 -

    基金取崩収入 -

【投資活動収支】

  投資活動支出（15） 516,641,362

    公共施設等整備費支出 516,641,362

    基金積立金支出 -

    投資及び出資金支出 -

  臨時支出（13） 33,897,452

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 33,897,452

  臨時収入 -

業務活動収支（14） 946,148,078

  業務収入（９） 6,627,762,242

    税収等収入（10） 6,479,154,000

    国県等補助金収入 -

    使用料及び手数料収入（11） 4,711,800

    その他の収入（12） 143,896,442

    移転費用支出（６） 309,839,895

      補助金等支出（７） 306,603,232

      社会保障給付支出 -

      他会計への繰出支出 -

      その他の支出（８） 3,236,663

    業務費用支出（２） 5,337,876,817

      人件費支出（３） 4,528,541,790

      物件費等支出（４） 777,823,596

      支払利息支出（５） 31,511,431

      その他の支出 -

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

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出（１） 5,647,716,712



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 使用料及び手数料収入 使用料及び手数料の収入額 

12 その他の収入 10と 11以外の収入額 

13 臨時支出（その他の支出） 災害復旧事業費以外の支出額 

14 業務活動収支 業務活動の収支（１、９、13の差額） 

15 
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 

16 投資活動収入 投資活動に係る収入額（18と 19の小計） 

17 資産売却収入 資産売却による収入額 

18 投資活動収支 投資活動の収支（15と 16の差額） 

19 財務活動支出 財務活動の支出額（19と 20の小計） 

20 地方債償還支出 組合債に係る元本償還の支出額 

21 その他の支出 19以外の支出額 

22 
財務活動収入（地方債発行

収入） 

地方債発行による収入額 

23 財務活動収支 財務活動の収支（18と 21の差額） 

24 本年度資金収支額 本年度の資金の収支（14、17、22の差額） 

25 前年度末資金残高 前年度末の資金残高 

26 本年度末資金残高 本年度末の資金残高（23と 24の合計） 

27 前年度末歳計外現金残高 前年度末の歳計外現金の残高 

28 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 

29 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） 

30 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 11,303,056,786   固定負債 8,979,384,550

    有形固定資産 10,412,929,786     地方債等 2,928,177,745

      事業用資産 9,092,397,740     長期未払金 -

        土地 635,040,473     退職手当引当金 3,539,353,000

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 7,478,753,847     その他 2,511,853,805

        建物減価償却累計額 -2,171,602,539   流動負債 1,062,250,144

        工作物 7,580,326,842     １年内償還予定地方債等 768,585,298

        工作物減価償却累計額 -4,430,120,883     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 273,274,764

        航空機 -     預り金 20,390,082

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 10,041,634,694

        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 11,303,056,786

      インフラ資産 -   余剰分（不足分） -9,965,153,556

        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 4,911,191,649

      物品減価償却累計額 -3,590,659,603

    無形固定資産 -

      ソフトウェア -

      その他 -

    投資その他の資産 890,127,000

      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 890,127,000

        減債基金 -

        その他 890,127,000

      その他 -

      徴収不能引当金 -

  流動資産 76,481,138

    現金預金 76,481,138

    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 1,337,903,230

資産合計 11,379,537,924 負債及び純資産合計 11,379,537,924

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：盛岡地区広域消防組合

会計：連結会計 （単位：円）

    資産売却益 82,500

    その他 -

純行政コスト 6,511,783,694

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 82,500

  臨時損失 33,897,464

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 33,897,464

    使用料及び手数料 4,711,800

    その他 143,900,442

純経常行政コスト 6,477,968,730

      社会保障給付 -

      その他 3,236,663

  経常収益 148,612,242

        その他 416,478

    移転費用 309,239,895

      補助金等 306,003,232

      その他の業務費用 31,927,909

        支払利息 31,511,431

        徴収不能引当金繰入額 -

        維持補修費 179,970,660

        減価償却費 952,003,046

        その他 3,306,013

        その他 10,701,537

      物件費等 1,729,410,164

        物件費 594,130,445

        職員給与費 4,241,555,703

        賞与等引当金繰入額 273,274,764

        退職手当引当金繰入額 30,471,000

  経常費用 6,626,580,972

    業務費用 6,317,341,077

      人件費 4,556,003,004

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 1,369,032,924 11,870,886,482 -10,501,853,558 -

  純行政コスト（△） -6,511,783,694 -6,511,783,694 -

  財源 6,479,154,000 6,479,154,000 -

    税収等 6,479,154,000 6,479,154,000 -

    国県等補助金 - - -

  本年度差額 -32,629,694 -32,629,694 -

  固定資産等の変動（内部変動） -434,794,696 434,794,696

    有形固定資産等の増加 770,156,152 -770,156,152

    有形固定資産等の減少 -1,205,517,848 1,205,517,848

    貸付金・基金等の増加 579,000 -579,000

    貸付金・基金等の減少 -12,000 12,000

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 1,500,000 1,500,000

  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 - -134,535,000 134,535,000

  本年度純資産変動額 -31,129,694 -567,829,696 536,700,002 -

本年度末純資産残高 1,337,903,230 11,303,056,786 -9,965,153,556 -

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

【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 19,850,954

本年度歳計外現金増減額 539,128

本年度末歳計外現金残高 20,390,082

本年度末現金預金残高 76,481,138

財務活動収支 -491,202,501

本年度資金収支額 -61,612,285

前年度末資金残高 117,703,341

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 56,091,056

    地方債等償還支出 749,649,587

    その他の支出 166,252,914

  財務活動収入 424,700,000

    地方債等発行収入 424,700,000

    その他の収入 -

    資産売却収入 82,500

    その他の収入 -

投資活動収支 -517,125,862

【財務活動収支】

  財務活動支出 915,902,501

    その他の支出 -

  投資活動収入 94,500

    国県等補助金収入 -

    基金取崩収入 12,000

    貸付金元金回収収入 -

  投資活動支出 517,220,362

    公共施設等整備費支出 516,641,362

    基金積立金支出 579,000

    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 33,897,452

  臨時収入 -

業務活動収支 946,716,078

【投資活動収支】

    税収等収入 6,479,154,000

    国県等補助金収入 -

    使用料及び手数料収入 4,711,800

    その他の収入 143,900,442

  臨時支出 33,897,452

    移転費用支出 309,239,895

      補助金等支出 306,003,232

      社会保障給付支出 -

      その他の支出 3,236,663

  業務収入 6,627,766,242

    業務費用支出 5,337,912,817

      人件費支出 4,528,577,790

      物件費等支出 777,823,596

      支払利息支出 31,511,431

      その他の支出 -

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

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 5,647,152,712


