
財務諸表の概要　一般会計等決算

貸借対照表
平成２９年３月３１日現在 （単位：万円）

資産の部 負債の部
固定資産 固定負債

学校や道路の建設、土地購入などに使
われたお金の総額から減価償却分を差
し引いた額

11,067,658 3,323,132

（うち投資など） 2,367,598

流動負債
343,639

負債合計 3,666,771

純資産の部
流動資産 固定資産等形成分 11,343,555

現金や貯金、必要なときに現金化する
ことができる積立金、市税などの未収金

430,835 余剰分（不足分） △ 3,511,833

（うち現金預金） 147,154 純資産合計 7,831,722

資産合計 11,498,493 負債及び純資産合計 11,498,493

行政コスト計算書 純資産変動計算書
自　平成２８年 ４月１日 自　平成２８年 ４月１日

至　平成２９年３月３１日 （単位：万円） 至　平成２９年３月３１日 （単位：万円）

経常行政コスト 前年度末純資産残高 7,645,977

人にかかるコスト 純行政コスト △ 2,130,831

人件費、賞与引当金繰入額など 436,926 税収等 1,890,923

物に係るコスト 補助金 411,278

電気料、修理など維持補修費など 857,928 寄附等 14,375

移転支出的なコスト 本年度末純資産残高 7,831,722

高齢者や児童などへの手当（扶助費）、
団体への補助金、特別会計への繰出
金など

885,333

その他コスト 資金収支計算書
市債の利子、時効により納入されな
かった税金（不納欠損）など

41,820
自　平成２８年 ４月１日
至　平成２９年３月３１日

（単位：万円）

経常費用 2,222,007 前年度末現金預金残高 154,520

使用料・手数料 38,674 資金増減額 △ 10,247

分担金・負担金・寄附金など 93,557 業務活動収支 450,455

経常収益 132,231 投資活動収支 △ 303,419

臨時行政コスト 財務活動収支 △ 157,283

災害復旧費・損失補償引当金繰入額など 46,300 歳計外現金増減額 2,881

臨時損失 46,300 本年度末現金預金残高 147,154

退職手当引当金 5,245

臨時利益 5,245

（差引）純行政コスト 2,130,831

翌々年度以降に支払や返済が行われ
る予定のもの

翌年度に支払や返済をするもの



財務諸表の概要　全体会計決算

貸借対照表
平成２９年３月３１日現在 （単位：万円）

資産の部 負債の部
固定資産 固定負債

学校や道路の建設、土地購入などに使
われたお金の総額から減価償却分を差
し引いた額

12,181,525 4,343,813

（うち投資など） 1,720,243

流動負債
467,509

負債合計 4,811,322

流動資産
現金や貯金、必要なときに現金化する
ことができる積立金、市税などの未収金

1,111,593 固定資産等形成分 12,457,422

（うち現金預金） 678,368 余剰分（不足分） △ 3,975,506

繰延資産 120 純資産合計 8,481,916

資産合計 13,293,238 負債及び純資産合計 13,293,238

行政コスト計算書 純資産変動計算書
自　平成２８年 ４月１日 自　平成２８年 ４月１日

至　平成２９年３月３１日 （単位：万円） 至　平成２９年３月３１日 （単位：万円）

経常行政コスト 前年度末純資産残高 8,245,262

人にかかるコスト 純行政コスト △ 3,173,591

人件費、賞与引当金繰入額など 591,365 税収等 2,706,455

物に係るコスト 補助金 707,510

電気料、修理など維持補修費など 1,326,053 寄附等 △ 3,720

移転支出的なコスト 本年度末純資産残高 8,481,916

高齢者や児童などへの手当（扶助費）、
団体への補助金、特別会計への繰出
金など

1,842,141

その他コスト 資金収支計算書
市債の利子、時効により納入されな
かった税金（不納欠損）など

67,028
自　平成２８年 ４月１日
至　平成２９年３月３１日

（単位：万円）

経常費用 3,826,587 前年度末現金預金残高 632,220

使用料・手数料 531,561 資金増減額 43,267

分担金・負担金・寄附金など 151,057 業務活動収支 568,967

経常収益 682,618 投資活動収支 △ 624,380

臨時行政コスト 財務活動収支 98,680

災害復旧費・損失補償引当金繰入額など 34,867 歳計外現金増減額 2,881

臨時損失 34,867 本年度末現金預金残高 678,368

退職手当引当金等 5,245

臨時利益 5,245

（差引）純行政コスト 3,173,591

翌々年度以降に支払や返済が行われ
る予定のもの

翌年度に支払や返済をするもの

純資産の部



財務諸表の概要　連結決算

貸借対照表
平成２９年３月３１日現在 （単位：万円）

資産の部 負債の部
固定資産 固定負債

学校や道路の建設、土地購入などに使
われたお金の総額から減価償却分を差
し引いた額

12,201,924 4,357,318

（うち投資など） 1,722,588 流動負債
479,423

負債合計 4,836,741

流動資産 固定資産等形成分 12,477,985

現金や貯金、必要なときに現金化する
ことができる積立金、市税などの未収金

1,197,541 余剰分（不足分） △ 3,917,331

（うち現金預金） 748,115 他団体出資等分 2,190

繰延資産 120 純資産合計 8,562,844

資産合計 13,399,585 負債及び純資産合計 13,399,585

行政コスト計算書 純資産変動計算書
自　平成２８年 ４月１日 自　平成２８年 ４月１日

至　平成２９年３月３１日 （単位：万円） 至　平成２９年３月３１日 （単位：万円）

経常行政コスト 前年度末純資産残高 8,309,359

人にかかるコスト 純行政コスト △ 3,696,397

人件費、賞与引当金繰入額など 621,102 税収等 3,093,732

物に係るコスト 補助金 852,930

電気料、修理など維持補修費など 1,326,030 寄附等 3,220

移転支出的なコスト 本年度末純資産残高 8,562,844

高齢者や児童などへの手当（扶助費）、
団体への補助金、特別会計への繰出
金など

2,345,406

その他コスト 資金収支計算書
市債の利子、時効により納入されな
かった税金（不納欠損）など

77,689
自　平成２８年 ４月１日
至　平成２９年３月３１日

（単位：万円）

経常費用 4,370,227 前年度末現金預金残高 696,156

使用料・手数料 531,608 資金増減額 49,069

分担金・負担金・寄附金など 172,580 業務活動収支
経常収益 704,188 投資活動収支

臨時行政コスト 財務活動収支
災害復旧費・損失補償引当金繰入額など 36,508 歳計外現金増減額 2,890

臨時損失 36,508 本年度末現金預金残高 748,115

退職手当引当金等 6,150

臨時利益 6,150

（差引）純行政コスト 3,696,397

翌々年度以降に支払や返済が行われ
る予定のもの

翌年度に支払や返済をするもの

純資産の部


