
【連結貸借対照表】
（平成22年3月31日現在）

1. 公共資産 50,245 1. 固定負債 18,222
(1) 有形固定資産 50,212 (1) 地方公共団体地方債等 14,540
(2) 無形固定資産 2 (2) 関係団体地方債等 280
(3) 売却可能資産 31 (3) 長期未払金 12

(4) 引当金 3,390
2. 投資等 2,893 (5) その他 0

(1) 投資及び出資金 52
(2) 貸付金 265 2. 流動負債 2,062
(3) 基金等 1,428 (1) 翌年度償還予定地方債等 1,274
(4) 長期延滞債権 1,481 (2) 短期借入金 431
(5) 回収不能見込額 ▲ 333 (3) 未払金 204

(4) 翌年度支払予定退職手当 0
3. 流動資産 3,910 (5) 賞与引当金 130

(1) 資金 2,532 (6) その他 23
(2) 未収金 847
(3) 販売用不動産 531
(4) その他 50 20,284
(5) 回収不能見込額 ▲ 50

4. 繰延勘定 0 36,764

57,048 57,048

【連結行政コスト計算書】 【連結資金収支計算書】
(平成21年4月1日～平成22年3月31日)

18,931 経常的収支 a 3,158
1, 人にかかるコスト 3,543 人件費 ▲ 3,645

(1) 人件費 3,011 物件費 ▲ 3,496
(2) 退職手当引当金繰入等 402 社会保障給付 ▲ 7,063
(3) 賞与引当金繰入額 130 補助金等 ▲ 449

2. 物にかかるコスト 5,094 支払利息 ▲ 261
(1) 物件費 2,937 その他支出 ▲ 1,770
(2) 維持補修費 142 地方税 1,519
(3) 減価償却費 2,015 地方交付税 4,302

3. 移転支出的なコスト 8,967 国県補助金等 4,408
(1) 社会保障給付 7,063 地方債発行額 772
(2) 補助金等 922 基金取崩額 59
(3) 他会計等への支出額 926 その他収入 ▲ 24,586
(4) 他団体への公共資産整備補助金等 56 公共資産整備収支 b ▲ 1,142

4. その他のコスト 1,327 公共資産整備支出 ▲ 3,229
(1) 支払利息 261 公共資産整備補助金等支出 ▲ 56
(2) 回収不能見込計上額 ▲ 63 国県補助金等 563
(3) その他行政コスト 1,129 地方債発行額 1,344

7,713 基金取崩額 40
7,713 その他収入 151

11,218 投資・財務的収支 c ▲ 2,418
投資及び出資金 0

【連結純資産変動計算書】 貸付金 ▲ 776
基金積立額 ▲ 131

36,182 地方債償還額 ▲ 1,318
純経常行政コスト b ▲ 11,218 その他支出 ▲ 906
財源調達 c 11,348 貸付金回収額 785

1,539 公共資産等売却収入 0
4,303 その他収入 ▲ 72

535 翌年度繰上充用金増減額 d 57
4,971 ▲ 344

臨時損益 d ▲ 41 期首資金残高 f 2,876
その他 e 493 期末資金残高 g  e+f 2,532
期末純資産残高 a+b+c+d+e 36,764

【平成21年度決算に基づく連結財務書類4表（簡潔に要約された財務書類）】

経常行政コスト a

経常収益 b
使用料・手数料等

資産合計

(平成21年4月1日～平成22年3月31日)

負債及び純資産合計

純資産合計

（単位：百万円）

（単位：百万円）

資産の部 負債の部

純資産の部
負債合計

補助金等

（単位：百万円）

(平成21年4月1日～平成22年3月31日) （単位：百万円）

当年度資金増減額 e a+b+c+d

期首純資産残高 a

地方税
地方交付税
その他行政コスト充当財源

純経常行政コスト a-b



【貸借対照表】
（平成22年3月31日現在）

1. 公共資産 39,783 1. 固定負債 12,674
(1) 有形固定資産 39,772 (1) 地方公共団体地方債等 10,079
(2) 無形固定資産 0 (2) 関係団体地方債等 0
(3) 売却可能資産 11 (3) 長期未払金 12

(4) 引当金 2,583
2. 投資等 2,558 (5) その他 0

(1) 投資及び出資金 117
(2) 貸付金 263 2. 流動負債 1,155
(3) 基金等 1,146 (1) 翌年度償還予定地方債等 1,031
(4) 長期延滞債権 1,317 (2) 短期借入金 0
(5) 回収不能見込額 ▲ 285 (3) 未払金 16

(4) 翌年度支払予定退職手当 0
3. 流動資産 1,421 (5) 賞与引当金 108

(1) 資金 1,338 (6) その他 0
(2) 未収金 87
(3) 販売用不動産 0
(4) その他 0 13,829
(5) 回収不能見込額 ▲ 4

4. 繰延勘定 0 29,933

43,762 43,762

【行政コスト計算書】 【資金収支計算書】
(平成21年4月1日～平成22年3月31日)

8,817 経常的収支 a 2,298
1, 人にかかるコスト 2,103 人件費 ▲ 2,065

(1) 人件費 1,711 物件費 ▲ 1,221
(2) 退職手当引当金繰入等 284 社会保障給付 ▲ 668
(3) 賞与引当金繰入額 108 補助金等 ▲ 1,120

2. 物にかかるコスト 2,908 支払利息 ▲ 167
(1) 物件費 1,231 その他支出 ▲ 1,577
(2) 維持補修費 103 地方税 1,519
(3) 減価償却費 1,574 地方交付税 4,302

3. 移転支出的なコスト 3,728 国県補助金等 1,625
(1) 社会保障給付 668 地方債発行額 772
(2) 補助金等 1,123 基金取崩額 48
(3) 他会計等への支出額 1,881 その他収入 ▲ 12,786
(4) 他団体への公共資産整備補助金等 56 公共資産整備収支 b ▲ 910

4. その他のコスト 78 公共資産整備支出 ▲ 1,922
(1) 支払利息 167 公共資産整備補助金等支出 ▲ 56
(2) 回収不能見込計上額 ▲ 89 国県補助金等 353
(3) その他行政コスト 0 地方債発行額 1,004

390 基金取崩額 40
390 その他収入 16

8,427 投資・財務的収支 c ▲ 1,356
投資及び出資金 0

【純資産変動計算書】 貸付金 ▲ 775
基金積立額 ▲ 221

30,133 地方債償還額 ▲ 1,070
純経常行政コスト b ▲ 8,427 その他支出 ▲ 110
財源調達 c 8,257 貸付金回収額 785

1,539 公共資産等売却収入 0
4,302 その他収入 35

438 翌年度繰上充用金増減額 d 0
1,978 32

臨時損益 d ▲ 29 期首資金残高 f 302
その他 e ▲ 1 期末資金残高 g  e+f 334
期末純資産残高 a+b+c+d+e 29,933

補助金等

（単位：百万円）

(平成21年4月1日～平成22年3月31日) （単位：百万円）

当年度資金増減額 e a+b+c+d

期首純資産残高 a

地方税
地方交付税
その他行政コスト充当財源

純経常行政コスト a-b

資産の部 負債の部

純資産の部
負債合計

【平成21年度決算に基づく普通会計財務書類4表（簡潔に要約された財務書類）】

経常行政コスト a

経常収益 b
使用料・手数料等

資産合計

(平成21年4月1日～平成22年3月31日)

負債及び純資産合計

純資産合計

（単位：百万円）

（単位：百万円）


