
揖斐郡消防組合 (単位：円）

金額 金額
【資産の部】 【負債の部】

固定資産 833,341,648 固定負債 218,279,128
有形固定資産 801,862,690 地方債 150,925,128

事業用資産 710,288,800 長期未払金
土地 102,144,500 退職手当引当金 67,354,000
立木竹 損失補償等引当金
建物 479,215,000 その他
建物減価償却累計額 △ 270,458,929 流動負債 110,874,479
工作物 488,064,000 1年内償還予定地方債 64,360,235
工作物減価償却累計額 △ 88,838,400 未払金
船舶 2,283,132 未払費用
船舶減価償却累計額 △ 2,120,503 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 45,860,159
航空機 預り金 654,085
航空機減価償却累計額 その他
その他 329,153,607
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 904,761,044

インフラ資産 0 余剰分（不足分） △ 319,302,778
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 579,083,130
物品減価償却累計額 △ 487,509,240

無形固定資産 0
ソフトウェア
その他

投資その他の資産 31,478,958
投資及び出資金 0

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 31,478,958

減債基金
その他 31,478,958

その他
徴収不能引当金

流動資産 81,270,225
現金預金 9,850,829
未収金
短期貸付金
基金 71,419,396

財政調整基金 71,419,396
減債基金

棚卸資産
その他

徴収不能引当金 585,458,266

914,611,873 914,611,873

負債合計

純資産合計

資産合計 負債及び純資産合計

【様式第１号】

貸借対照表
（令和 ２ 年 ３ 月３１日現在）

科目 科目



揖斐郡消防組合 (単位：円）

金額

経常費用 757,321,507

業務費用 708,720,587

人件費 583,487,411

職員給与費 537,521,252

賞与等引当金繰入額 45,860,159

退職手当引当金繰入額

その他 106,000

物件費等 122,838,585

物件費 49,421,613

維持補修費 7,582,504

減価償却費 65,834,468

その他

その他の業務費用 2,394,591

支払利息 1,013,427

徴収不能引当金繰入額

その他 1,381,164

移転費用 48,600,920

補助金等 48,026,820

社会保障給付

他会計への繰出金

その他 574,100

経常収益 63,913,549

使用料及び手数料 918,400

その他 62,995,149

純経常行政コスト 693,407,958

臨時損失 0

災害復旧事業費

資産除売却損

投資損失引当金繰入額

損失補償等引当金繰入額

その他

臨時利益 0

資産売却益

その他

純行政コスト 693,407,958

【様式第２号】

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



揖斐郡消防組合 (単位：円）

固定資産

等形成分

余剰分

（不足分）

前年度末純資産残高 519,777,224 959,691,982 △ 439,914,758

純行政コスト（△） △ 693,407,958 △ 693,407,958

財源 759,089,000 759,089,000

税収等 759,089,000 759,089,000

国県等補助金 0

本年度差額 65,681,042 65,681,042

固定資産等の変動（内部変動） △ 54,930,938 54,930,938

有形固定資産等の増加 3,974,400 △ 3,974,400

有形固定資産等の減少 △ 65,834,468 65,834,468

貸付金・基金等の増加 6,929,130 △ 6,929,130

貸付金・基金等の減少 0

資産評価差額 0

無償所管換等 0

その他 0

本年度純資産変動額 65,681,042 △ 54,930,938 120,611,980

本年度末純資産残高 585,458,266 904,761,044 △ 319,302,778

【様式第３号】

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

科目 合計



揖斐郡消防組合 (単位：円）

【業務活動収支】

業務支出 690,557,913
業務費用支出 641,956,993

人件費支出 582,558,285
物件費等支出 57,004,117
支払利息支出 1,013,427
その他の支出 1,381,164

移転費用支出 48,600,920
補助金等支出 48,026,820
社会保障給付支出

他会計への繰出支出

その他の支出 574,100
業務収入 761,110,549

税収等収入 759,089,000
国県等補助金収入

使用料及び手数料収入 918,400
その他の収入 1,103,149

臨時支出 0
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 70,552,636
【投資活動収支】

投資活動支出 10,903,530
公共施設等整備費支出 3,974,400
基金積立金支出 6,929,130
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 0
国県等補助金収入

基金取崩収入

貸付金元金回収収入
資産売却収入

その他の収入

投資活動収支 △ 10,903,530
【財務活動収支】

財務活動支出 64,140,936
地方債償還支出 64,140,936
その他の支出

財務活動収入 0
地方債発行収入

その他の収入
財務活動収支 △ 64,140,936

△ 4,491,830
13,688,574
9,196,744

前年度末歳計外現金残高 593,882
本年度歳計外現金増減額 60,203
本年度末歳計外現金残高 654,085
本年度末現金預金残高 9,850,829

本年度資金収支額

前年度末資金残高

本年度末資金残高

【様式第４号】

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 金額


