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Ⅰ　貸借対席表(バランスシート)

I -1.貸借対照表とは?

地方公共団体の決算書は､ 1年間にどのような収入があり､何にいくら使ったのか

を明らかにするものですが､現在どれだけの資産があり､どれだけの負債があるのか

が分かりにくいものとなっていますo

そこで､貸借対照表を作成し､これまでに取得した土地や建物などの資産の状況と

その資産を形成するための財源がどの様に調達されたのかを明らかにします｡

この貸借対照表では､左側(借方)に市が保有している土地･建物t預金などの｢資

産｣を示し､右側(貸方)にその資産を形成したために､将来の世代が負担し今後支

払いが必要となるもの｢負債｣と､これまでの世代が既に負担し支払いの必要がない

もの｢純資産｣がいくらあるのかが示されます｡

総務省方式改訂モデルにおいては､旧総務省方式(平成1 2年3月モデル)をもと

に､売却可能資産の計上､注記など資産･債務管理や財務情報をより分かりやすく開

示するための変更がなされています｡

借方 ��ﾙ_ｲ�

資産 (土地,建物.預金など) 儿俐"�彧x�,ﾉ�)�8*ｩX�%2�移�ﾎ:H迚ZX*(*ｩTｹwb��

純資産 これまでの世代が負担 (支払い不要) 

Ⅰ - 2.貸借対照表の作成基準

貸借対照表については､ ｢新地方公会計制度実務研究会報告書(平成1 9年1 0月総

務省)｣に示されている作成方法｢総務省方式改訂モデル｣に基づいて作成していますD

(1)対象会計範囲

普通会計を対象としていますo

(2)作成の基準日

平成22年3月31日(平成21年度末)を作成基準日としていますo

但し､平成22年4月1日から5月3 1日までの出納整理期間の収支は､基準

日までに終了したものとして処理していますo

(3)基礎数値

昭和4 4年度以降の決算統計データを基礎数値として使用しています｡
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I - 3.貸借対照表の概要

㈱醸
平成21年度未の印西市の｢資産｣は､ 1, 324億8, 400万円です｡

この｢資産｣を形成するための財源は､ Eel ･県の補助金やこれまでの世代が負担し

た｢純資産｣が880億5, 400万円となっており､将来世代の負担である｢負債｣

は444億3, 000万円となっています｡

｢負債｣と｢純資産｣の割合は､概ね1 : 2となっています｡

※　細ぼP1 9を象野LTFきLlo金額はいずれも集計単位での四捨五入のため､

合計があわないことがあります｡

貸　借　対　照　表

(平成22年3月31日現在)

(単位千円)

[資産の部】金額 併X俐(,ﾉYH�ｨｾ�ｧ｢�蒋義堂代 

l公共資産ユ1生ヱ呈亘.1旦三 綿ﾌY.厩俐#C��S���&��

(1)有形固定資産114.422,748 茶��&饑ｸﾜ##Bﾃ3ッﾃCS��

(2)売却可能資産302,419 2投資等&王迫三選辺 (l)投資及び出資金2.482.788 茶"�+xｯｩj)ZXｾ��"ﾃC迭ﾃS�b��2����X詹9h初9hｾ�2繝�"ﾃ�澱�)<y:餽俐(ﾍﾈ蓼ﾖ9��ｹ]2�

(2)貸付金208 茶�凅)D�7飲隴)uﾉ.�&饑ｸﾜ#"紊3R�#途�

く3)基金等4.681.329 茶"�%ｨｯｨ妺?ﾈｾ���

(4)長期延滞債権1,213,046 茶2冕)ZXｾ��3"ﾃ�3��

(5)回収不能見込患△369.771 3流動資産旦ヱ亘旦ユ旦9 (1)現金預金9.290,508 (2)未収金460,252 王事1手での 茶B凅)D�7育瓜Yuﾉ.����X詹9c��コ��ﾉu闖�9hｾ�3sr���B�句負担 

負債合計44,429.513 

[純資産の部]金藍 

l公共資産等整備国県補助金等29.29u亘≧ 2公共資産等整備一般財源等量虹坦ユ長堤 3その他-般財源等仝_12129.旦辺 

壁書!負避 滴��蝎Uﾘ廁ﾛxｧｩ%R�

鍵資産合計88,054,I)14 

資産合計132,483.527 儿俐"顏8��蝌ﾘxﾇc�3"ﾃC�2ﾃS#r�

これまでに形成してきた

資産の状況
資産を形成するため
財源をどこから調達したのか



監護器≡慧…済還豪琵琶慧≡還整≡≡≡蓋遜
1　公共資産

資産のうち｢公共資産｣は､ ｢有形固定資産｣と｢売

却可能資産｣で構成されており､ 1, 147億2, 5

00万円と｢総資産｣の約87%を占めています｡

資　産

1公共資産

2　投資等

3　淀動資産

(1)有形固定資産

道路や公園､小中学校･保育所などの土地や建物などの有形固定資産が1 ,
144億2, 300万円で｢総資産｣の約86%を占めています｡

主な内訳を見てみると､道路や公園などのインフラ整備に5 1 2億4, 0

0 0万円(構成比4 5%)､学校や社会教育･体育施設など教育文化施設の整

備に503億9, 800万円(構成比44%)となっています｡

2 1年度では､松山下公園総合体育館整備や本庁舎の耐震･改修等工事､

市道00 - 31号線(印西牧の原～小林駅囲)整備及び千葉ニュータウン内義務

教育施設ほかの立替償還などで､ 80億1, 5 00万円の資産を取得しまし

た｡

(2)売却可能資産
公共資産のうち､ゴルフ場(総武･習志野)貸付地など､現在行政目的の

ために使用されていない売却可能資産は3億2 0 0万円となっています｡

2　投資等

資産のうち｢投資等｣は､公営企業-の｢出資金｣

や｢貸付金｣､ ｢基金｣､回収期限から1年以上回収で

きていない｢長期延滞債権｣など80億800万円と

なっています｡

資　産

1公共資産

2　投資等

3　流動資産

(1)投資及び出資金 

市の公営企業(水道事業会計)などに24億8,300万円の出資をして 
いますo 
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(2)貸付金

国民健康保険高額療養費貸付基金で2 0万8千円を貸し付けています｡

(3)基金等

教育施設整備基金や都市計画事業基金､鉄道施設整備基金などの特定日的

基金が24億2, 300万円あります｡

また､退職手当組合積立金は2 1億3, 900万円となっています｡

(4)長期延滞債権

市税や国民健康保険税などで1年以上納付されていない債権が､ 1 2億1 ,

300万円ありますo

(5)回収不能見込額

過去の回収不能実績から､ ｢長期延滞債権｣のうち､ 3億7, 00 0万円を

回収不能見込額として計上しています｡

3　流動資産

資産のうち｢流動資産｣は､財政調整のための｢基

金｣や｢現金｣､市税等の｢未収金｣の合計9 7億5,

1 00万円となっています｡

(1)現金預金 

財政調整基金が56億7,400万円､歳計現金が33億8,300万円 

あり､現金預金の合計は92億9,100万円で総資産の約3%を占めてい 

ますo 

(2)未収金 

21年度の歳入として調定していた地方税のうち2億8,400万円と､ 

国民健康保険税など1億8,700万円が未収金となっていますo 

このうち､過去の回収不能実績から､1,000万円を回収不能見込額と 

して計上していますo 
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1　固定負債

負債のうち｢固定負債｣は､ 23年度(翌々年度)以降

に支払いや返済が行われる｢地方債｣､ ｢長期未払金｣､ ｢退

職手当引当金｣の406億8, 400万円となっています｡

(1)地方債

地方債のうち､翌々年度以降に償還されるものが243億8, 6 00万円あり､

負債総額の約5 5%を占めています｡

なお､地方債は､ 21年度に21億5, 200万円発行し､元金26億400

万円償還した結果､残高は4億5, 200万円減少して､ 268億2, 200万

円となりました｡

(2)長期未払金

債務負担行為を設定しているなど､翌々年度以降に支出予定の長期未払金が1
24億9, 600万円となっています｡

(3)退職手当引当金

退職手当引当金は､特別職を含む普通会計の全職員が年度末に全員退職したと

仮定した場合に必要と見込まれる退職手当支給額で3 8億2 0 0万円となってい

ますC

2　流動負債

負債のうち､ ｢流動負債｣は､ 1年以内に支払や返済が

行われる｢地方債｣､ ｢未払金｣､ ｢賞与引当金｣などの合

計､ 37億4, 500万円となっています｡

(1)翌年度償還予定地方債 

地方債のうち､翌年度の償還元金予定額は､24億3,500万円となつていま 

すo 
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(2)短期借入金(翌年度繰上充用金)

収支不足は発生していないので該当ありませんo

(3)未払金

千葉ニュータウン内の公益的施設整備に際し､債務負担行為を設定している五省

協定立替償還金など､翌年度支払予定の未払金が9億3, 3 0 0万円となっていま

すo

(4)翌年度支払予定退職手当

退職手当組合に加入しているため計上額はありませんo

(5)賞与引当金

賞与引当金は､翌年度の6月に支給される賞与のうち､ 2 1年度負担相当額で3

億7, 700万円となっています｡

1　公共資産等整備国県補助金等

住民サービスの提供に必要な資産整備などの財源と

して国･県から受けた補助金で20 2億20 0万円と

なっています｡

2　公共資産等整備一般財源等

住民サービスの提供に必要な資産整備などの財源の

うち､上記の国･県補助金と建設地方債を除いたもの

で806億3, 200万円となっています｡

純資産
1公共資産等整備

国県補助金等

2　公共資産等整備

一般財源等

3　その他一般財源等

4　資産評価差額

3　その他一般財源等

｢資産合計｣から｢負債合計｣と　rその他一般財源等以外の純資産合計｣を差し引

いた額でマイナス1 27億7, 900万円となっています｡

これは､翌年度以降の負担額のうち､ 1 2 7億7, 9 00万円については使途が拘

束されているといえます｡

4　資産評価差額

総務省方式改訂モデルにおいて､借方に｢売却可能資産｣を計上したため､売却可

能資産の評価替えによる変動額を計上するための項目ですが､評価番えのある年度に

のみ数値が入るので､本年度はゼロです｡
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1　交付税措置地方債の金額

地方債残高268億2, 200万円のうち､ 143億3, 700万円(53%)に

ついては､将来の地方交付税の基準財政需要額に算入されることが見込まれています0

2　普通会計の将来負担に関する情報

普通会計の将来負担額524億9, 300万円に対して298億2, 500万円の

将来負担軽減資産があり､差引き実質的な負担額は22 6億6, 8 00万円となりま

す｡

3　土地及び減価償却累計額

有形固定資産1, 144億2, 300万円のうち､土地が206億7, 000万円

あり､償却資産は937億5, 300万円となります｡

減価償却累計額は440億6, 500万円あり､償却資産の取得価額は1, 378

億1, 8 00万円に対して3 2%の減価償却が進んでいることになりますo

Ⅰ - 4.貸借対照表を用いた財務分析

社会資本の整備結果を示す公共資産を､これまでの世代(過去及び現世代)と将来

世代でどれだけ負担するのかを示す比率です｡

これまでの世代の負担は7 5. 1%となっています｡この比率は､これまでの世代

によって既に納付された税金等によって社会資本が形成された割合を示すものであ

り､この比率が高いほど将来世代の負担分が少ないと言えます｡なお､将来世代の負

担は24. 9%となっていますD

公共資産合計(A)

1, 147億2, 500万円

これまでの世代が負担 傅ｹx��)�8*ｩX�%2�

【76.8%】 ���#2�"X�｢�

純資産合計(B)880億5∴400万円 嫡�6r�"��

現時点で総務省方式改訂モデルを公表している類似団体がまだ少なく､また､合併団

体という特殊事情もあり､比較分析には今後のデータ蓄積が必要と考えていますo
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歳入総額に対する資産の比率は､現在の資産が形成されるために､何年分の歳入が

充当されているのかを示す比率で､年数が多いほど社会資本の整備が進んでいると考

えられます｡

平均的な値は3-7年と言われており､本市は､約4年分の歳入に相当する資産を

保有していることになります｡

(単位:百万円)

項目 �9�ﾈ�2�類似団体 侈y>��9*ﾉ�｢�

歳入合計A �3BﾃS���- 辻�

資産合計B ��3"ﾃCィ�- 辻�

予算額対資産比率B/A �2繝ID��- 辻�

※　県内市町村･類似団体の各数値については､現時点で把握できていないため､

記入していませんo

メ野　P20を森野Lで下さbl.

バランスシートを市民1人当たりに換算すると､資産は150万6千円､うち有形

固定資産が1 3 0万1千円､流動資産が1 1万1千円などとなっています｡

これに対して､負債は50万5千円､純資産は1 00万1千円となっています｡

有形固定資産の行政目的別割合を見ることにより､行政分野ごとの公共資産形成の

比重を把握することができますo

これを見ると､生活インフラ･国土保全が44. 8%と大きな比重を占めており､

次いで教育費が44. 0%､総務費が5. 9%､福祉費が4. 0%の順になっていま

す｡

(単位:千円､ %)

日的 倬�蝌ｧ｢�構成比 

(D生活インフラ.国土保全 鉄�ﾃ#3津S�r�44.8% 

②教育 鉄�ﾃ3途ﾃS3��44.0% 

(診福祉 釘ﾃS3Rﾃ�湯�4.0% 

④環境衛生 �3途ﾃ��b�0.3% 

6)産業振興 鉄3rﾃC���0.5% 

(参消防 鉄cbﾃ�#2�0.5% 

⑦総務 澱ﾃsC津ピ��5.9% 

有形固定資産合計 ���BﾃC#"ﾃsC��100% 
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酵榔
有形固定資産のうち､土地以外の償却資産の取得価額に対する減価償却累計額の割

合を見ることにより､耐用年数に比して償却資産の取得からどの程度経過しているの

かを把握することができます｡

平均的な値は､ 3 5%～5 0 %の間の比率と言われており､本市の資産老朽化率は､

32. %になっています｡

(単位:百万円)

項目 �9�ﾈ�2�類似団体 侈y>��9*ﾉ�｢�

減価償却累計額A 鼎Bﾃ�cR�- 辻�

有形固定資産合計B ���BﾃC#2�- 辻�

土地C �#�ﾃcs��- 辻�

資産老朽化比率A/(B-C+A) �3"��R�- 辻�

※　県内市町村､類似団体の各数値については､現時点で把握できていないため記入し

ていません｡
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Ⅱ　行政コスト計算

Ⅱ- 1.行政コスト計算書とは?

行政コスト計算書は､ 1年間の行政活動のうち福祉サービスやごみの収集のように

｢資産の形成につながらない行政サービスに要する経費(経常行政コスト)｣と｢そ

の行政サービスの対価として得られた財源(経常収益)｣を対比させた財務書類です｡

Ⅱ- 2.行政コスト計算書の概要

皿二2;1てL'.寵･-[一

平成21年度の｢経常行政コスト｣は非現金支出を含め24 1億1, 500万円､

これに対して､ ｢経常収益｣は5億8, 200万円(受益者負担割合は2. 4%)で､

差引き｢純経常行政コスト｣は235億3, 300万円となっています｡

行政コスト計算書

自　平成21年4月1日

至平成22年3月31日

(単位:千円)

金額 宙ﾕﾉ�ﾉNIzb��

24.114,985 謄�����R�

量旦星蔓超 5.373.914 214.708 377.114 旦旦蔓互旦蔓草 3.915.494 130,171 2,922,013 10.174,854 �#B縒R�#%�2R��纈R���R�#ゅ坦��e�"R��絣R��"��R�C"�"R�偵"R�#"紕R�ゅ�R�"ﾃRR�B�"R�"繧R��繧R��綯R�

(1)人件費 

(1)物件費 

(2)後棒福修費 

(3)減価償却費 

(1)社会保障給付 �"ﾃ##�ﾃC3R�

(2)補助金寄 迭ﾃC�Rﾃ�����纉3R紊H�ｲ�c�2ﾃ�s����ｸ皦ｬHﾔ�b�cs"��sB�#��綛�ｳ"��32��3��

(4)他団体への 

4.その他のコスト 

(1)支払利息 

経常収益d 鉄�"�#C��2.4% 

1使用料.手数料b 鼎c�繝cr�1.9% 

121,374 ���R�

23.532,744 涛r綯R�
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1　性質別行政コスト

資産形成に結びつかない1年間の行政サービスを提供するために要した経費を性

質別に見てみると､人件費など｢人にかかるコスト｣が59億6, 600万円で｢経

常行政コスト｣の24. 7%を占めています｡

物件費､減価償却費など｢物にかかるコスト｣は､ 69億6, 800万円で｢経常

行政コスト｣の28. 9%を占めており､内訳は､物件費が39億1, 500万円､

維持補修費が1億3, 000万円､減価償却費が29億2, 200万円となっていま

す｡

社会保障給付費､他会計-の支出など｢移転支出的なコスト｣は､ 1 0 1億7, 5

00万円で｢経常行政コスト｣の42. 2%を占めており､主なものは､社会保障給

付が22億2, 000万円､補助金等が54億600万円､他会計-の支出金が1

9億3, 500万円です｡

支払利息など｢その他のコスト｣は､ 10億700万円で｢経常行政コスト｣の

4. 2%を占めており､支払利息が6億7, 200万円､回収不能見込計上額が2億

200万円となっています｡

2　日的別行政コスト

｢経常行政コスト｣を目的別に見てみると､総務が57億5, 400万円(構成比

23. 9%)と最も多く､次に福祉が57億3, 700万円(構成比23. 8%)､

教育が40億9, 100万円(17. 0%)､環境衛生が27億8, 900万円(1

1. 6%)､生活インフラ･国土保全が21億8, 300万円(構成比9. 1%)の

順になっています｡

Ll_:Y2 ･/ 31嘉f_I:･LITl収m

l　性質別経常収益

｢使用料･手数料｣は､ 4億6, 100万円､ ｢分担金･負担金･寄附金｣が1億

2, 100万円となっています｡

2　目的別経常収益

｢経常行政コスト｣と｢経常収益合計｣との比率は､福祉【保育料､学童保育料等】

では､ 6. 2%､生活インフラ･国土保全t共同溝維持管理負担金､道路占用料等]で

は､ 3. 1%となっており､ ｢経常行政コスト｣の多くが受益者負担以外の税金等で

賄われていることがわかります｡

-iJ‖→



Ⅲ　純資産変動計算

Ⅲ- 1.純資産変動計算書とは?

純資産変動計算書は､貸借対照表の純資産の部に計上されている各数値が1年間で

どのように変動したのかを表している計算書ですo

刀 - 2.純資産変動計算書の概要

平成2 1年度の純経常行政コスト23 5億3, 30 0万円に対して､地方税や地方

交付税などの一般財源が250億3, 500万円､補助金等が59億3, 700万円

ありましたので､合計で74億3, 900万円の財源超過となりましたD

この結果､期首に8 0 6億1, 50 0万円あった純資産残高が､期末では8 8 0億

5, 400万円となりましたo

純資産変動計算書

自　平成21年4月1日

至　平成22年3月31日

(単位:千円)

期首純資産残高　　　　　　　　　　　　　　　　　80,614.904

純経常行政コスト
一般財源

地方税

地方交付税

その他行政コスト充当財源

補助金等受入

漉時損益

災害後旧事業費

公共資産除売却損益

投資損失

資産評価菅による変動額

無償受真曽資産受入

その他
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1　公共資産等整備国県補助金等

総合体育館建設や市道oo･31号線の整備､成田新高速鉄道に対する補助金拠出､自

転車駐登場整備などで､ 2 1億9, 0 0 0万円の国県補助金を受け入れましたが､国

県補助金の減価償却費が4億4, 000万円あり､前年度と比べ1 7億5, 000万

円の増加となりました｡

この結果､期末純資産残高は2 02億200万円となりました｡

(単位:千円)

2　公共資産等整備一般財源等

前述の資産整備などの財源のうち､国･県補助金と建設地方債を除いたもので､ 8

06億3, 200万円となっています｡

(単位:千円)
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3　その他一般財源等

(1)純経常行政コストと財源

｢純経常行政コスト｣ 23 5億3, 3 00万円に対して､地方税や地方交付税

などの一般財源が250億3, 500万円､補助金が37億4, 600万円あり

ますので､ 5 2億4, 8 00万円の歳入超過となっています｡

(2)臨時損益

臨時損益はありませんでした｡

(3)科目振替

①公共資産整備への財源投入､貸付金･出資金等-の財源投入

52億2, 300万円の一般財源を公共資産整備に､ 2億6, 000万円の

一般財源を貸付金･出資金等に充当しました｡

②減価償却による財源増

減価償却により2 9億2, 2 00万円をその他一般財源-振り替えました｡

@地方債償還に伴う財源振替

公共資産等整備の財源として発行していた地方債を一般財源で1 6億6 , 8

0 0万円償還したことにより､その他一般財源から公共資産等整備一般財源-

振り替えました｡

以上の結果､その他一般財源等は1 0億2, 1 0 0万円増加し､マイナス1 27

億7, 900万円となっています｡

(単位千円)

その他 一般財源等 

期首純資産残高 ����ｳ2縱湯ﾃ��"�

純経常行政コスト 俚��#3S3#sCB�

一般財源 俣ｸ��ｳｨ�Cヤ�#Rﾃ�3R�332�

地方税 

地方交付税 

その他行政コスト充当財源 途ﾃ#��ﾃc3��

補助金等受入 �2ﾃsCbﾃ�モ�

臨時損益 �%R�

災害復旧事業費 ���

公共資産除売却損益 ���

投資損失 ���
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科El振替 劔劔△5,222,929 

公共資産整備への財源投入 

公共資産処分による財源増 劔劔0 

貸付金.出資金等への財源投入 劔劔△259,687 

貸付金.出資金等の回収等による財源増 劔劔0 

減価償却による財源増 劔劔2,922,013 △1,667,569 

一つ. 劍ﾋI�Y�b�

邑 +"<≡ゝ三ユニ鉦-を… 椿謄｢ﾚJB���ﾉ%x��$"��V哦����ﾃｦ艇���

I/ま喜,減779,310按弊墨駕…=三幸を; 

(再掲)

これは､翌年度以降の負担額のうち､ 1 27億7, 900万円については､使途が

既に拘束されているといえます｡
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Ⅳ　資金収支計算

Ⅳ- 1.資金収支計算書とは?

資金収支計算書は､歳計現金(-資金)の出入りの情報を｢経常的収支の部｣ ｢公

共資産整備収支の部｣ ｢投資･財務的収支の部｣の3つの区分に分けて表わした財務

書類です｡

Ⅳ- 2.資金収支計算書の概要
In･':I 2- 1._　総..Jl

｢経常的収支の部｣で生じた収支余剰(黒字) 94億5, 600万円で､ ｢公共資

産整備収支の部｣の収支不足額(赤字) 40億6, 70 0万円と｢投資･財務的収支

の部｣の収支不足額(赤字) 3 6億8 00万円を補てんしています｡

｢経常的収支の部｣の黒字よりも｢公共資産整備収支の部｣と｢投資･財務的収支

の部｣の収支不足額の合計が小さいため､期首に1 6億2 0 0万円あった現金が､期

末では17億8, 100万円増加し､ 33億8, 300万円となっています｡

ー16-

期首歳計現金残高
1 6億200万円

①- (②十(参)

17億8. 100万

期末歳計現金残高

33億8, 300万円



1　経常的支出

人件費や物件費､社会保障給付費､補助金､支払利息､他会計-の繰出金など日常

の行政サービスを行うにあたって必要な費用で20 0億1, 5 00万円となっていま

す｡

支出額の大きい順に､人件費59億6, 600万円､補助金51億9, 600万円､

物件費39億1, 500万円､社会保障給付費22億2, 000万円などとなってい

ます｡

2　経常的収入

地方税や地方交付税など日常の行政サービスを行うための支出を賄う収入で2 9

4億7, 100万円となっています｡

収入額の大きい順に､地方税152億4, 300万円､その他収入37億6, 70

0万円､国県補助金等36億5, 1 00万円などとなっています｡

この結果､経常的収支の差額9 4億5, 6 0 0万円が公共資産整備や地方債償還な

どに充当されることになります｡

1　支出

本市で社会資本を整備した公共資産整備支出が7 4億1 , 3 0 0万円､他団体に補

助金を支出して公共資産を整備した公共資産整備補助金等支出が6億1 , 3 0 0万円､

他会計-の繰出金や補助金等のうち建設費に充てられたものが3, 4 0 0万円で､合

計では80億6, 100万円となっています｡

2　収入

公共資産整備支出の財源となった国県補助金等が2 2億8, 5 0 0万円､地方像発

行額が12億6, 000万円､基金の取り崩しが3億9, 600万円､その他の収入

が5, 100万円で､合計では39億9, 400万円となっています｡

この結果､公共資産整備収支の額は4 0億6, 7 0 0万円の赤字となっていますが､

この不足額は､経常的収支の黒字により賄われたことになります｡

1　支出

貸付金が2, 500万円､基金-の積立金が7億7, 100万円､他会計-の公債
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費充当財源繰出支出が2億4, 900万円､地方債償還額が2 6億40 0万円で､合

計では36億4, 900万円となっています｡

2　収入

支出の財源となった貸付金回収額が2, 5 00万円､地方債発行額が6 0 0万円､

公共資産等売却収入が1, 000万円で､合計では4, 100万円となっています｡

この結果､投資･財務的収支の額は3 6億8 0 0万円の赤字となっていますが､こ

の不足額は､経常的収支の黒字により賄われたことになります｡

苛TTfこて誓ぎ'･一言

1　-時借入金に関する情報

一時借入金の借入限度額は1 0億円となっていますが､平成2 1年度中の一時借入

れはありません｡

2　基礎的財政収支(プライマリーバランス)に関する情報

基礎的財政収支とは､地方債などの借金を除いた歳入と､過去の借金の元利払いな

どを除いた歳出の差のことで､歳出の方が多ければ将来の借金負担が増加しているこ

とになり､歳出の方が少なければ借金が減少していることを示しますo

平成2 1年度では､普通建設事業に伴う国庫支出金増等により収入が伸びた一方､

それに比例して松山下公園総合体育館建設等による地方債発行額も2 1億5, 2 0 0

万円となったものの､極力他の新規の借入れを抑制したため､地方債の元利償還額3

2億7, 7 00万円を大幅に下回ることが出来たことにより､基礎的財政収支は9億

5, 200万円のプラスとなっています｡

(単位:千円)

基礎的財政収支

収入総額

繰越金

地方債発行額

財政調整基金等取崩額

支出総額

地方債償還額

財政調整基金等積立額

34,518,806

△1,002,031

△2,152,000

△1,793,472

△31,135,891

3,276,584

△759,805

3　歳計外現金

保管金などの受け入れに伴う歳入歳出決算外で行われる資金取引が2, 7 0 0万円

ありますo
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貸借対照表
(平成22年3月31日現在)

某1債務負担行為に関する情報　　　　　　　　　　　　　Q)物件のや人等

②債讃保証又は損失箱償

(うち共同尭行地方債に係るもの)

◎その他

栄2地方債表芸(翌年度償還予定額を含む)について臥償還時に地方交付税の算定に含まれる｡

※ 3普通会計の将来負超にeaする情報

(貸借対空q表に計上したものを含む)

普通会計の将来負担憲責

[内訳】普通会計地方周桑高

嶺讃負担行為支出予定書房

公雪革袋地方領負担見込讃
一缶事番組合等地方債負担見込額

退写壱手当負担見込韻

第三セクター等倍窃負担見込覇

道籍宍実赤亭韻
一瓢事務組合等真実赤字負担蛮

※4上記の飽保管金等の受け入れr=伴う歳計外現金が2 742万5千円あL)ます｡

基金等将来負担整流資産

[内訳】地方債債遠等迫等充当基金森高

地方債便通毛頭等充当歳入見込頭

地方債償還鎖等充当交付税見込a

(差引)普通会計が将来負担すべき真実的な負債

米5有形亙定資産のうち,土地は2D. 67D qCO千円です.また.有形Ea走資産の沼伍償却累計題は44. 064. 885千円です｡
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52.493. 104千円

26, 821. 748千円

29 824 844千円

8.385. 48D千円

7.102 8柑千円

14,336. 626千円

22 688 268千円



貸借対照表(市民1人あたり)
(平成22年3月31 EZ現在)
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普通会計バランスシートの用言吾解説等

用語.変更点 弌����
改訂モデル 偖ﾙx�8(6h8ｲ�

有形固定資産の科目の見直し ��hｨ�48987H8定ﾙ�7兢ｹ�2�土木費 

教育 仆8孜N��

福祉 冕��iN��

環境衛生 ���iN��

産業振興 僞���X蝌ｼiNⅹ┼:ﾙNⅸⅸﾔ��N��

消防 傲�f丑��

総務 ��ﾙk�Nⅸ+ｸ,ﾉ�ﾂ�

用語 弌����

売却可能資産 冲ﾈﾆ�ﾌY.磯�蝌,ﾈ*H+�x廂�ｸ,ﾈﾘ(*)7�&�.(ﾉｩZ��

退職手当目的基金 ����X詹9h,偖ｸ,H.�+ﾘ-���-ﾙzx,H.x.ｨ+ﾘｮ霎��

その他特定日的基金 �(ｻ8支郢�ﾙ�餔Xｮ霎�8.*)78�8ﾇh柯馼ｼhｮ霎�:J)59;倡ｹ�ﾙ���備基金｣など､特定の目的に充てるために積み立てられた基 金 

土地開発基金 佰hｺIw�&�/��hﾗ8靖;�+x.�+ﾘ-�,ﾈﾞ�ﾋ�,h+X,I��-ﾙzx,H.x.ｨ+ﾘｮ��ｾ��

定額運用基金 兌h嶌7｢ﾘ8ｸ馼ｼh,�,zI<�.�,ﾉmｩ4�,ﾈ+ﾘ-�,�.逢ｨ,ﾈ��ｾ�/����
用するために設けられた基金 

長期延滞債権 倡9�X,�,x,ﾈ�?ﾉj(ﾜ��X,ﾈ*H+��D闌��9j(�,ﾈ.�,ﾂ�

回収不能見込額 倬靠�9�,�.h.淫ｹx�*X�W9Eﾈ,h,�.�)Eﾉ�ｸ*ｨﾘ(*(,hﾊ俛�-ﾈ.ｨ.��
もの 

財政調整基金 僖�7渥H,ﾈﾞ�ﾋ�+)��/��ﾘ.芥ﾞ��ﾘ,ﾈﾉ)�8,�阮8,ﾈ+ﾘ-�,��ﾘ*��
られた基金 

減債基金 �&饑ｸﾜ(,ﾈ�ｭ(,偖ｸ,H.�+ﾘ-���-ﾙzx,H.x.ｨ+ﾘｮ霎��

歳計現金 �9h･僖�7�,ﾈﾜ�?ﾂ鞋頽�,ﾈﾛxｧ｢吋�7永h,ﾈﾄｨ葎�8ﾘ"��

未収金 倡9�X,�,x,ﾈ�?ﾉj(ﾜ��X,ﾈ*H+��賈D闌�>�,價ﾙ�h+X+ﾘ.�,ﾂ�

(注記)普通会計の将来負担に関 する情報 �6�8�985�5h�ｸ6x,佗h�8+8.ｨ,H*(.儿俐(,ﾈ-�*唏ﾏh�8ｮ仂h,ﾉX��
億に対する繰出金など将来普通会計の負担が見込まれる債 

務 

※純資産の部の解説については､｢純資産変動計算書の用語解説｣を参照して下さい○ 
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行政コスト計算蕃

〔呈書芸22;芸34言31.: 〕

【経常行政コスト】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位　千円)

&* 宙鮑鯖�ﾉNIzb��匡l土保全 刹ｳ育 兀�2�環境噸生 剋Y妊娠鼎 傲�f��総務 亳8橙�支払利息 弌��W9Eﾂ�ﾊ俛靈篋�8ｻ��その他 行政コスト 

1 茶���ﾈﾈ���迭�3s2纉�B�22.3% �#�"�� ��ﾃ��2ﾃ����980.157 �3�B紊#R���ッ紊���77.076 �"�#ヲ經cb�280.164 梯�/ ���

214.708 ��纈R�9. ��40.506 �3偵�c��12,562 �7.448 �2繝s��9一.477 免ﾂ��釘�/ 梯�0 

377.114 ��綯R�16. ��7日44 田づs�"�22.065 �13.081 迭紊���160.670 ��偵cc��/ 梯�0 

小計 �5.965.736 �#B縒R�257. ��1.125.468 ����モ�����a ��S"�206.938 塔RﾃScB�2.541.713 �9?｢�����/ 梯�0 

2 茶�兒以����2纉�R紊釘�16.2% 塔s"�� ��經コ繝モ�413,903 釘�508 鼎bﾃcヲ�48.918 涛ビﾃ����27.0ー6 梯�/ ���

(2)維持軸修理 凵[30.ー71 ��絣R�6一. ��39,310 填ﾃS#R� 塔sb�164 ��3b�16,544 ���/ 梯�/ 

2.922,073 ��"��R�1.2ー8, ��1,193,3柑 �#32ﾃSs�� 塔sR�8,729 鼎ゅイ"�191,666 ���/ 梯�/ 

小計 �6.967,678 �#ゅ坦�1.652.259 �2,818,5ー6 田S"繝湯�4 ��湯�53,582 涛ゅンb�1.195.211 �#r�����メ/ 梯�0 

3 ���"�##�紊3R�9.2% 梯���r經�B�2,060.818 ��C"���2�梯�/ 梯�/ 梯�/ 梯�
(2)禍助金等 �5.405.BOD �#"紕R�3,637 �118.449 ��途縱#R�1,771.SOS �106,829 ��經�ゅCコ�1.679.750 湯紊#"�/ 梯�0 

1.935,441 唐��R�263.224 冤l.541 ��緜c�ﾃcsb�0 �0 ���0 ���/ 梯�0 
(4)他団体への �613.178 �%�R�6. ��8 都b經#"�57.613 �134.929 ���337.790 ���/ 梯�0 

ヽ計 ���縱sBﾃゴB�42.2% �#s2�� ��Cr紊釘�3.995,741 ��纉s��##���#H爾ﾃsS��1.518.485 �"���r經C��9.422 梯�/ ���

4 中ﾂ倡瓜Y.��忠 田s"��sB�2,8% 梯�梯�/ 梯�梯�/ 梯�/ 田s"��sB�/ 梯�201.512 ���r�/ �/ 梯�/ �/ 梯�/ 梯�/ �#��經�"�/ 

133,031 ��綯R�0 �0 ���0 �0 ���0 ���// 梯�133.031 
小計 �1.006.717 釘�"R�0 �0 ���0 �0 ���0 ���672,174 �#�爾經�"�133.031 

鐘常行政コストa 剴#B�?｣Bﾃ塔R�/ �"���2�� 釘����ﾃCs��5,736.840 �"縱��480 鉄�"�#s��1.702.945 迭縱SB紊cB�347.456 田s"ﾈ�ｳsB�201,5ー2 ��ｳ32��3��

(械成比率) 剪��/_ 湯� ��ｳr��R�23_8% ��,6% �"��R�7.1% �#2纈R�1.4% �"繧R�0.8% ��綯R�

(董引)純鰻常行政コスト　a-d



行政コスト計算普(市民1人あたり)
H22　3　31住民基本台帳人口　　　87, 957人

〔≡言霊222芸三言31.冨〕

【権鴬行政コスト】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位　千円)

給紙 �?ｨﾏY�ﾉNIzb��生汚インフラ. ri1土促全 偬h將�福祉 ��ﾙeh���b�産業梅錦 傲�f��総梯 弗ｩ-��支払利息 弌��W9Eﾂ�Tﾅ�ﾈﾇh�9�ｲ�その他 寺号政コスト 

1 茶���ﾈﾈ�<｢�61 �#"�2R�8 ��"�ll 釘�2 ���･26 �2�/ 梯�8 

3 ���R�a ���0 ���0 ���I ��ｲ�/ 梯�0 

4 白緝�"�0 ���1 ���0 ���2 ��ｲ�/′ 梯�0 

小計 塔��24.7% �2�13 ��"�4 �"�1 �#��3 梯�/ 韮�

2 茶�儁(ﾈ�R�45 ��b�"R�4 ����5 迭�1 白�ll 白�/ 梯�0 

I ��絣R�I ���0 ���0 ���0 ���/ 梯�/ 
(8)減摺仏却出 �32�12.1% ��B�14 �"�○ ��ｲ�0 �"�0 �6ﾒ��/′ �6ﾒ��

小計 都��28.9% ����32 途�5 白�1 ��2�l 梯�/ ���

3 ��25 痘#"R�/ ���24 ���/ 梯�ノ/ 梯�/ 梯� 

(2)柚助金等 田"�22.4% ���1 �"�20 鳴�17 ����○ 梯�/ ���

22 唐��R�3 唐�柑 ���a ���0 ��ｲ�/ 梯�8 

(4)他団体への ･Epp-JkH:リ-.-I 途�2.5% ���0 ���1 �"�0 釘�0 �6ﾒﾘ�ﾂ�/ ���

小も十 �����42.2% �2�I 鼎b�22 �2�17 �#2�D 艇�ﾂ�/ ���

4 茶�倡瓜Yy��r�8 �"繧R�/ 梯�/ 梯�/ 梯�/ 梯�8 艇�ﾂ�/ 2 ��繧R�ノ/ 梯�/ 梯�/ 梯�/ 梯�/ �"�/ 

1 ��綯R�0 ���○ ���D ��ｲ�0 ���/ 梯�2 

小計 免ﾂ�4.2% ���0 ��ｲ�0 ���○ ���0 唐�2 �"�

274 梯�25 汎ﾃb�65 �3��6 ����65 釘�8 �"�2 
(構成比率) �/ 梯�9.1% ��r��R�23.8% 免ﾂ綯R�2.1% 砥��R�23.0% ��紕R�2.8% ��繧R�0.6% 

⊂宝鑑｣ 
5 梯�○ ���3 ���0 ���1 ���0 ��0 �'鉗鉗鉗鉗粐�

1 艇�ﾂ�I ���′l ���0 ���0 ���0 梯�0 ���

桧｢併収丑舌Fr rb+ーd 唐�/ ���0 釘�8 ���0 ���0 ���/ ���I 

d/8 �"紕R�./ �2��R�0.8% 澱ﾃ"R�0.5% ����R�0.0㍍ 偖ﾈ耳�"�0.0% ����R�/ ����v��/ 

(糞　引)純　権　常　行　政　コ　スト　　a　-　d



行政コスト計算書の用語解説

用語 弌����

人件費 从ｹu餒�_��I�X醜ｸｺHｦX顗詹9i9著*�.y���X詹9hｷ�-�����
度賞与引当金を除いた金銀 

退職手当引当金繰入等 �9h･僖�7�,��9hｾ�,h+X,I�h+ﾘ,估ｨ.�?ﾈ.ｨ+ﾙ%ｨ,�,r�

賞与引当金繰入痩 凅)D�7�,倡瓜X*H+�,h*ｩuﾉ.�+8.ｨ.��ﾉu�,ﾈ*H+��D�7厩�%9Z｢�

物件費 几yNⅹOYV俎y?ﾉNⅸ勾�Y{ⅸﾏYDﾙ�YN�,�,x,ﾈﾆ���

維持補修費 倡ｹ�ﾘ,�,x,ﾈ査鰄�9�X,冽h+x.佝���

減価償却費 冲ﾈﾆ�ﾌY.磯�蝌*ｨﾆ��(峪9�,僵ｨ**H廂&ﾈ*ｨﾋ淫ﾘ+X+ﾘ,iDh-�.r�
れる金額 

社会保障給付 倬�;h詹9h,ﾈ辷ｸｺHﾘ)~竟(.(��･��(,���+x.�xﾎﾉ�ｹ'ZI�hｨ��
保護などに要する経費 

補助金寄 丿X顥&9�ﾈ,���+x.竸(�ｾ�,�,r�

他会計への支出額 �<�¥ｨ檍ﾇh,�,y�ﾈ檍ﾇh,���+x.俥��ﾙ4�,育�xｾ�ｧ｢�

支払利息 �&饑ｸﾜ(ｷ�-�耳鳧妺?ﾈｾ�,ﾉy育�迚ZXｧ｢�

回収不能見込計上親 倬靠�9�,�.h.�*X�W9Eﾈ,h,�,�+ﾘ�9�X.(諍w�{�詹�I{�,�,r�

その他行政コスト 俤�･�,ﾉYﾈｸﾈ,冽h+X+ﾘﾆ��,�,r�

使用料 倡ｹ�ﾘ/�y駅�+X+ﾘﾝｸ,�*X�+x.几��,ﾉ+).�ﾒ�

手数料 侘ｹ��.(�j�ｺI�Yk��洩�,ﾉJﾘﾗ8,�,xﾏh,ﾉo�k�,ﾉ/�ｹ�,���+R�
徴収する料金の調定額 

分担金.負担金.寄附金 兒ｩ%8ｾ�IX�%8ｾ�Hｯ�Xﾘｾ�,ﾉ+).円B�

純経常行政コスト 佝��ﾘﾗ9�ﾘ5(5�6x*�.xﾗ9�ﾘ5H�ｸ7(5�/�ｹ�,ﾉ�陋�,X*�.俶yw�{��
手数料や負担金.分担金などの経常収益を差し引いた金嶺 
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純資産変動計算書
自　平成21年4月1日

至　平成22年3月31日

(単位千円)

純資産合計'BE諾諾　讐志悪霊警備　_謡鮎　資産評価差額

期首純資産残高

純経常行政コスト

一般財源

地方税

地方交付税

その他行政コスト充当財源

補助金等受入

臨時損益

災害後旧事菓資

公共資産除完却損益

投資損失

科目振替

公共資産整備への財源投入

公共資産処釧こよる財源増

貸付金･出資金等への財源投入

貸付金.出資金等のB]収等による財源増

他王減価償却による財源増

地方債償還に伴う財源振替

地方債発行額

資産評価馨による変動鎖

無償受贈資産受入

その他

80,61 4.904　　　　1 8,451.340

A 23.532.744

15.431.813

2.322,886

7.280,631

5.936,524　　　　　2,1 90,436

5.222,929　　　△ 5.222,929

0　　　　　　　　　　0　　　　　　　　　　0　　　　　　　　　　　0

259.687　　　　△ 259.687

0　　　　　　　　　　　0　　　　　　　　　　　0

△ 440.024　　　△ 2,481.989

1.667.569

2,922.01 3

△ 1.667,569

0　　　　　　　　　　　0

期末純資産残高　　　　　　　　　　　　　　　　　　88.054.014　　　　20.201.752　　　　80.631.572　　△ 1 2,779.31 0　　　　　　　　0



純資産変動計算書の用語解説

用語 弌����

義 演 佰hｺH��蝎9��餔R�ﾙ�ﾊy^(�ｾ�9��自Lｨﾞ�ﾋ�9��バランスシートの有形固定資産及び投資及び出資金､貸付 

金､基金を形成している財源 

その他一般財源等 �6�8�985�5h�ｸ6x,ﾈﾏhｺH��蝎9��餔X決､�,ﾈﾞ�ﾋ��

資産評価差額 僣Hｷ��)Eﾈ��蝌,h+X,I�h+ﾘ,�6�8�985�5h�ｸ6x,�,x��ﾇh�8+X+ﾘ+��とに伴う変動疫や寄附等により無償で受贈した場合の評価 

差額 

義 側 �&饑ｹ�R�市民税､固定資産税､都市計画税など 

地方交付税 儿�,ｨﾏ�WI�ZI<�¥ｨﾏ�WI�R�

その他行政コスト充当財源 �&饑ｸ�yu��ZI&饑ｸ��N��Xﾏ�WHｾ�I&饑ｹ<�~�ﾏ�WHｾ�,�,r�

臨時損益 佝��ﾙ4�,X,�*)<�¥ｨ,磯iu(,舒�,8*ﾙ��b�

災害復旧事業費 俎阡ｪIeﾉYx+ｸ,ﾉ�ﾈ,ﾈﾝ�･�,�.h,�,INﾘ･�/��8*�+ﾘ郢�ﾙ9�/�Yﾂ�
旧するための事業費 

公共資産等資産整備補助金受 入 倬�蝎�餔X,偖ｸ,H.x.ｨ+ﾘﾙ�ﾌ宙ﾊr倡因���

科目振替 傀8��蝌/�ﾕﾉ�ﾈ+x.�盈ｩ�ｨﾍﾘｭH,X,ﾈ��ｾ�,ﾉ¥�:�/�k韭h+x.��
ため設けられた項目 

公共資産整備への財源投入 �6�8�985�5h�ｸ6x,ﾈﾏhｺH��蝌/��餔X+x.�+ﾘ-�,�8ｨ+h.x.ｨ+ﾘﾞ�ﾋ��
の変動 

公共資産処分による財源増 �7�&�,ﾉHHｷ�,�,x��蝌�Zｨ,�.h.俥�ﾋ�,ﾉ¥�:��

貸付金.出資金等への財源投 �6�8�985�5h�ｸ6x,ﾉ8ｨ��ｷ�-����ｾ�I�ﾙWHｾ�Hｮ霎�,�8ｨ+h.x.｢�

入 �+ﾘﾞ�ﾋ�,ﾉ¥�:��

貸付金.出資金等の返済等によ る財源増 �8ｨ��ｷ�-����ｾ�I�ﾙWHｾ�Hｮ霎�,ﾉ]Hﾜ�9�,�.h.俥�ﾋ�,ﾉ¥�:��

減価償却による財源増 侏��霍�,�.h.佰hｺH��蝎9佝��ﾈ,ﾈﾞ�ﾋ�*�.x+ｸ,ﾉ�ﾈ自Lｨﾞ��
源等へ振替 

資産評価替えによる変動鎮 僣Hｷ��)Eﾈ��蝌,h+X,I�h+ﾘ,�6�8�985�5h�ｸ6x,�,x��ﾇh�8+X+ﾘ+��
とに伴う変動額や資産評価替えを行った場合の差額 

無償受贈資産受入 弍�Xﾙ9�,�.h.洩8�,X��蝌/��9��+X+ﾘ�ｨﾘx,�6�8�985�5h�ｸ6x,��
追加計上した評価額 
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資金収支計算書

〔塁書芸…王墓三言3]≡〕

人件費 迭ﾃ田R�2ﾃ��R�"ﾃ##��R��澱�cs"���纔�ｳB��2��｢�.736 .494 .435 .196 174 ,767 ,171 

物件費 

社会保障給付 

福助金等 

支払利息 

その他支出 

支出合計 �#�ﾃ��B�973 

地方税 ��Rﾃ#B�"ﾃ3#"�2ﾃcS��Cb����2繝2�モ�2ﾃsb�693 886 280 867 716 568 980 223 

地方交付税 

使用料.手数料 

諸収入 

地方債発行額 

その他収入 

収入合計 �#偵Cs��133 

経常的収支宅貞 湯紊Sb�160 

7.413 613 34 津3cR�ﾃ�s��ﾃ�#��

支出合計 唐��b�572 

国県補助金等 �"�#����#b�3��S��244 480 438 439 

地方債発行意 

基金取崩萄 

その他収入 

収入合計 �2ﾃ涛2�521 

△4,067 ��S��

0 25,000 770.821 0 

貸付金 

基金積立意 

24臥574 2.6D4.410 

地方債償還意 

支出合計 �2ﾃcCづ��R�

国県補助金等 ���#R�������Rﾃs���偵ャ����

貸付金団収ま 

基金取崩蓬亘 

地方債発行短 

その他収入 

収入合計 鼎�經���

投資.財務的収支額 ��#2緜�づ##R�

当年度歳計現金増減額

期首歳計現金浅高

期末歳計現金亮高

※1

①

一時借入金に関する情報

資金収支計算書には-時借入金の増減は含まれていません｡
(診平成21年度における-時借入金の借入限度矧ま1,COO,800千円です｡
※2基礎的財政収支(プライマリーJくランス) r=関する楕諸

収入総範　　　　　　　　　　　　　　　　　　　34.51 8.8(】6

繰越金　　　　　　　　　　　　　　　△　　1.002.03 1

地方債発行意　　　　　　　　　　　　△　　　2. 1 52.000

財政調整基金等取崩額　　　　　　　　△　　　1 ,793.472

支出総額　　　　　　　　　　　　　　　△　　　31.135.891

地方債償還毒亘　　　　　　　　　　　　　　　　　3.276.584

財政調整基金等積立憩　　　　　　　　△　　　　759 805

基礎的財政収支　　　　　　　　　　　　　　　　　952.1 9 1

※3上記の他保管金等の受け入れに伴う歳計外現金が2.742万5千円あります｡
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資金収支計算書の用語解説

用語 弌����

経常的収支の部 倡9�ﾘ/�戊�8+x.��8,ZIh吋�7杏���4�,假ｹ?ﾊH辷�+8.｢�.�.�,ﾂ�

公共資産整備収支の部 �;刋�.(ｧxﾕｪHﾏh��,�,x皦,�6�8�985�5h�ｸ6x,ﾉtﾈﾆ�ﾌY.��
資産形成のための支出及び財源 

投資J財務的収支の部 佰h�8ｮ仂h.(､�9&9�ﾈ-h,ﾈ���ｾ���ﾙWHｾ�I&饑ｸﾜ(,ﾂ�
元金償還額などの経費及び財源 
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印西市における連結財務諸表

平成21年度の印西市における連結財務諸表は普通会計､公営企業会計(水道事業会計) ､特別会

計(下水道事業特別会計) ､一部事務組合(印西地区消防組合､印西地区環境整備事業組合､印西

地区衛生組合)について貸借対照表､行政コスト計算書､純資産変動計算書､資金収支計算書を作

成しています｡

(》普通会計

普通会計とは､地方公共団体ごとに異なっている一般会計など各会計の範囲を財政比較などをする

ために統一的に用いられる会計区分です.

②公営企業会計

公営企業とは､組織､財務､職員の身分等について特例を定めている地方公営企業法を適用､もし

くは一部適用する地方公共団体が営む企業で､一般行政部門から独立した組織により盗営されてい

ます｡

公営企業は独立採算性をとることとされており､当該事業の経営に伴う収入をもって事業を行ってい

ます｡

会計名 倬hｼi>�vR�

水道事業会計 ��Y;俶yw��(,���+ZH���8,Y|x�,��X/���.�4�,仍�ｸ+x.�+�,h/�mｩ4��に､水質検査､配水管の維持管理､水道施設の整備などを行うために 

設けられた事業o 

③特別会計

特別会計とは､公営企業会計と同様､特定の収入をもって事業を行う会計で､上記の普通会計及び

公営企業に属さない会計です｡公営企業とは異なり､一般行政部門のなかで特別会計を設けるなど

して運営されています｡

会計名 倬hｼi>�vR�

下水道事業特別会計 ��hｨ握(ｺｸ,ﾈ淤�����,ﾉG(�唔�ｨ迄,ﾉf飲ﾂ�ｩ�X,ﾉG(�唏ﾏhｺIw��水域の水質保全などを目的に､下水道管や汚水処理施設等の整備及 

びそれらの施設を維持管理するために設けられた事業○ 

④一部事務組合
一部事務組合とは､複数の普通地方公共団体が､行政サービスの一部を共同で行うことを目的とし

て設置する組織です｡印西市の場合､印西地区消防組合､印西地区環境整備事業組合､印西地区

衛生組合などを周辺市町村と共同で行っています｡

なお､連結財務書類では､各組合に対する負担割合で按分し､金額を計上しています｡
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団体名称 �9�ﾈ�8,ﾂ�X�%8ｨHﾘr�３��事業内容 

印西地区消防組合 鼎2纉�R�消防の常備化に関する事務o 

印西地区環鏡整備事業組合 鉄R��rR�一般廃棄物(し尿を除く)の収集､運搬､処理施設及び施設 

から生じる余熱を有効利用する施設の設置､管理運営に関 

する事務8 

墓地､火葬場及び斎場の設置､管理及び運営に関する事 

務o 

平岡地先の少年自無の家の設置､管理及び運営に関する 

事務o 

印西地区衛生組合 塔���BR�し尿処理に関する事業及びこれに関する事務8 
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連結貸借対照表
(平成22年3月31 El現在)

1 02.080 048

61 ,757,993

50,397.531

4,535,I 99

17.1 95.563

537,491

2,D46.003　　　　5.005.703

6.771.940

0　　　　2 635 261

【負債の部]

1固定負債

(1)地方公共団体

①普通会計地方店

②公営事業地方債

地方公共EB体計

(2) B8億団体

8)一都事務組合7広域連合地方債

②地方三公社長期借入金

③第三セクター等長期借入金

関係国体計

(3)長期未払金

(4)引当金

(うち退壌手当等引当金)

(うちその他の引当金)

(5)その他

EE)定負債合計

2　読動負債

(1 )翌年度償還予定題

(∋地方公共Eil休

②Ba係Ei)停

翌年度償還予定喜巨計

C2)短期借入金(翌年度最上充用金を含む)

(3)未払金

(4)翌年度支払予定退職手当

(5)賞与引当金

(6)その他

涜動負債合計

負　債　合　計

純　資　産　合　計

負債及び碗資産合計

(留意点)

0この連結貸借対意表は.当冠体と連携協力して公共サービスを実施している関係団体を連結して. -つの行政主体であるとみなして作成したものであL).関係岡持の資産および負債等が

当Eil体に帰属するものではない.
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連結行政コスト計算書
平成21年4月1日

平成22年3月31日

【縫常行政コスト】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位千円)

総由 宙､)�ﾉNIzb��ril土倶全 ��IU2�福祉 ��&阯��b�産米振興 傲�f��恕棟 亳8橙�倡瓜Yy��r�B]l況不能 El.込計上堵 �+ｸ,ﾉ�ﾂ�

1 中ﾂ��ﾈﾈ�/��6,413.876 �#"�"R�330,925 �����ｳ2繝���980.157 鉄�"�3���186,409 塔��紊モ�2.SOB,139 �#��緜3"�梯�/ ��ｲ�

ー93.075 ��縒R�9.281 鼎�ﾃS�b�89.161 釘ﾃ�#b�7,448 ���"緜C��98,189 免ﾂ�#�2�梯�/ ���

445,157 �｢ﾃRR�16,302 土?｣CB�68.782 �3b��c��ー3,081 鉄B縱3��165.336 ���713 梯�/ ���

小計 途ﾃ�S"�����24,4% �3Sb經���1.125.468 售�ﾃ�モ�����543.295 �#�b纉4"�853.577 �"經cb緜cB�31 鉄S��/ 梯�0 

2 中ﾂ兒以���5.518.196 ��偵�R�596.374 ��經コﾃャ��413.903 白ﾃs3"ﾃCッ�46,689 ��ｳ�R縱S2�999.942 �#r��b���梯�/ ��ｲ�

364.024 ���2R�148.274 �3偵9?｢��5.525 ��S"�3sB�ー64 ��經#2�ー8,854 ��ｲ�梯�/ 梯�

4.077.365 ��B��R�1.561.471 ��ﾃ��2繹ｫ��233,57ー 都コ繝唐�6.729 ��ｳ#B�3s��192.208 ���梯�/ 梯�

小計 湯纉S偵Sコ�34.5% �"�3�bﾉ?｣��2,818.516 田S"纉湯�2.650.558 鉄2經�"�241.646 ���#�墜�B�27.161 � 梯�○ 

3 ��2.220.435 途縒R�/ ��r經�B�2.060L818 ��C"���2�/ 梯�/ 梯�梯�ノ/ 梯�

(2)純助金寄 迭繝CB縱3��20.2% �3cr縱c��118.449 ��途縱#R�1.839.532 ���b繝#��一,524.78ー ��緜���#C��9.422 �/ 梯�0 

1.935,441 澱縒R�263.224 免ﾂ經C��I,660.678 ��ｲ�0 ���○ ���梯�/ ���

(4)他EZl体への 田3��3���2.2% �#2紊SR�0 都b經#"�57.6ー3 ��3B纉#��0 �33r縱���○ �./ 梯�0 

小台† ���ﾃc3�纉#B�36.8% 田SB紊3��147.494 �2ﾃ涛R縱C��2,039.258 �#C�縱S��一,524.781 �"���｢��8�ｲ�9.422 �/ 梯�0 

4 茶�倡瓜Yy��r�902.033 �2��R�/ 梯�/ 禎��/ 梯�/ 梯�涛�"ﾃ�32�/ 梯�209.128 ��縒R�/ 梯�/ 梯�/ 梯�/ 梯�梯�209.128 梯�
ー38.777 ��絣R�0 ���0 迭縱Cb�0 ���0 ��ｲ�梯�/ ��32�����

小計 ���#C偵�3��4.3% ���0 ���5.746 ���0 ���0 �902.033 �#�偵�#��133.031 

経常行政コストa �28.892.555 梯�3.317.066 釘ﾃ���紊s��5.786.840 迭ﾃ#3ゅゴr�502.278 �"緜#����B�5.793,699 �3Cづ�C��涛�"��32�209.128 ��32��3��

(樺成比率) �/ 梯�ll,5% ��B�"R�19.9% ��ゅ�R�1.7% 湯��R�20.1% 偖ﾈ���"��2��R�0.7% ��絣R�

亡霊翌コ 2.072,039 �/ 白�#c2�#c"�35.039 �#ヲ紊SB�278.798 辰r�458 田Bﾃ3釘�0 ���/ ���140.602 
2.790.437 �/ 鉄r縱��ｲ�3.480 塔rﾃsコ�36.520 ���0 鼎2�0 ���/ ���2,625.818 

3保険料 ���梯�/ 停�� 梯�./ 梯�/ 梯�/ 梯�/ 梯�
4事業収益 鼎�偵C#��梯� �� 鼎�津C#�� �� ��/ 梯� 梯�

13.605 �/ �� ��ー8.805 �� �� 梯�/ ��/ 

194,363 �/ �� ��柑4.363 �� �� ��/ �� 

5,489 田R�/ ���3#���S2�38,519 �3Srﾃ#3��941.702 �3r�458 田BﾃC3r�0 ���/ ���2.786,420 
ら/a ��ｲ�0% 梯�39.8% ��纈R�6.2% ��ゅ�R�0.0% 枇�ﾃ�vB�1.1% ����R�0.0% 梯�0.0% 梯�

(差引)純経常行政コスト　a-b



連結純資産変動計算書
平成20年4月1日

平成21年3月31日

(単位.千円)

純貼合計　牒　公望志爵蒜警備　監冨監蛋諾　_孟宗濃等　貼評価細

期首純資産残高

純経常行政コスト

一般財源

地方税

地方交付税

その他行政コスト充当財源

補助金等受入

臨時損益

災害復旧事業費

公共資産除売却損益

投資損失

収益事業純損失

科員振替

公共資産整備への財源投入

公共資産処分による財源増

貸付金･出資金等への財源投入

貸付金･出資金等の回収等による財源増

減価償却による財源増

地方債償還に伴う財源振替

出資の受入･新規設立

資産評価替えによる変動縫

無償受贈資産受入

その他

102,799,421　　　23.830,078　　　　90.920.31 9　　　　　　　　　　　　△ 1 1 ,950.976　　　　　　　　0

△ 23.402.690

15.431.813

2.322,886

7.335,561

0

6.01 2,757

22.346

2,205.736

5.593.957　　　　　　　　　　　　△ 5.593.957

0　　　　　　　　　0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0　　　　　　　　　0

0　　　　　305.757　　　　　　　　　　　　　△ 305.757

0　　　　　　　　　　0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0

A 561β83　　　△ 2.631.915　　　　　　　　　　　　　3,193.298

2.479.228　　　　　　　　　　　　△ 2.479,228

22.346

0

0

A 539.855　　　　　△ 4,005　　　△ 624.846　　　　　　　　0　　　　　　88,796

期末純資産残高　　　　　　　　　　　　　　　109.982.239　　　25.470,426　　　96.042,700　　　　　22.346　　△ i 1.553,233　　　　　　　0



連結資金収支計算書

〔書芸.憲3品31.BB 〕

人件染 途����經C"�R經�ゅ�迭�"�#(�鋳紊3R�Rﾃc3Rﾃ�3B�s�"��32��纔�ｳB縱cr�3cB��#R�

物件頁 

社会保1嘩鎗付 

補助金寄 

支払利息 

その他支出 

支出計 �#2縱CR�131 

地方毎己 地方交付税 ��ｳR�#B�"�3"�2緜���祐��$｣b�爾�3r�2ﾃ���モ�3b�B��R�693 886 673 065 178 0 121 077 900 0 0 0 733 649 

国県補助金等 

使用料.手数料 

保険料 

事案収入 

諸収入 

地方債発行額 

短期借入金増加宅示 

基金取崩貌 

その他収入 

収入合計 �3B縱�r纉sR�

控常的収支額 ��ｳ�ﾃ田"繝CB�

7.995.475 630.309 34.029 0 0 0 

支出合計 唐ﾃcS偵��2�

日県福助金等 �"�3#����2�rﾃ3ィ�3S����3澱ﾃC3��c�紊#��

地方債発行頚 

基金取崩顎 

その他収入 

収入金.計 釘��c2�#��ｲ�

△4.498.522 

0 25DOD 781.567 0 248.574 2.598.548 0 0 0 0 

貸付金 

基金積立毒喜 

地方債償還宅員 

収益事案碗支出 

その他支出 

支出合計 �2緜S2ﾃd#��

国県補助金等 ���#R�������R縱�����ゅャ����迭繝S��

貸付金回収嶺 

基金取崩憩 

地方債発行量亮 

長期借入金借入額 

収益等表純収入 

その他収入 

収入合計 ��ｳ3b紊3��

△3.517.251 

0 

2.949.071 

2.826.057 

0 

期末資金残高 迭ﾃssRﾈ�ｳ#��
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