
【連結貸借対照表】
（平成23年3月31日現在）

1. 公共資産 51,317 1. 固定負債 17,691
(1) 有形固定資産 51,288 (1) 地方公共団体地方債等 15,119
(2) 無形固定資産 2 (2) 関係団体地方債等 0
(3) 売却可能資産 27 (3) 長期未払金 9

(4) 引当金 2,563
2. 投資等 2,871 (5) その他 0

(1) 投資及び出資金 52
(2) 貸付金 215 2. 流動負債 2,591
(3) 基金等 1,411 (1) 翌年度償還予定地方債等 1,283
(4) 長期延滞債権 1,486 (2) 短期借入金 219
(5) その他 0 (3) 未払金 900
(6) 回収不能見込額 ▲ 293 (4) 翌年度支払予定退職手当 7

(5) 賞与引当金 170
3. 流動資産 4,535 (6) その他 12

(1) 資金 2,999
(2) 未収金 1,141
(3) 販売用不動産 398
(4) その他 55 20,282
(5) 回収不能見込額 ▲ 58

4. 繰延勘定 0 38,441

58,723 58,723

【連結行政コスト計算書】 【連結資金収支計算書】
(平成22年4月1日～平成23年3月31日)

15,165 経常的収支 a 3,428
1, 人にかかるコスト 3,400 人件費 ▲ 3,544

(1) 人件費 3,008 物件費 ▲ 2,897
(2) 退職手当引当金繰入等 222 社会保障給付 ▲ 4,580
(3) 賞与引当金繰入額 170 補助金等 ▲ 71

2. 物にかかるコスト 4,945 支払利息 ▲ 266
(1) 物件費 2,835 その他支出 ▲ 1,924
(2) 維持補修費 134 地方税 1,518
(3) 減価償却費 1,976 地方交付税 4,575

3. 移転支出的なコスト 6,268 国県補助金等 2,987
(1) 社会保障給付 4,580 地方債発行額 1,013
(2) 補助金等 521 基金取崩額 70
(3) 他会計等への支出額 1,106 その他収入 6,547
(4) 他団体への公共資産整備補助金等 61 公共資産整備収支 b ▲ 1,092

4. その他のコスト 552 公共資産整備支出 ▲ 3,025
(1) 支払利息 266 公共資産整備補助金等支出 ▲ 61
(2) 回収不能見込計上額 26 国県補助金等 1,131
(3) その他行政コスト 260 地方債発行額 847

5,103 基金取崩額 0
5,103 その他収入 16

10,062 投資・財務的収支 c ▲ 2,310
投資及び出資金 0

【連結純資産変動計算書】 貸付金 ▲ 180
基金積立額 ▲ 731

36,582 地方債償還額 ▲ 1,275
純経常行政コスト b ▲ 10,062 その他支出 ▲ 285
財源調達 c 10,840 貸付金回収額 191

1,531 公共資産等売却収入 1
4,575 その他収入 ▲ 31

611 翌年度繰上充用金増減額 d ▲ 8
4,123 18

臨時損益 d ▲ 19 期首資金残高 f 2,981
その他 e 1,100 期末資金残高 g  e+f 2,999
期末純資産残高 a+b+c+d+e 38,441

補助金等

（単位：百万円）

(平成22年4月1日～平成23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22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

（単位：百万円）

経常収益 b
使用料・手数料等

資産合計

(平成22年4月1日～平成23年3月31日)

負債及び純資産合計

純資産合計

（単位：百万円）



【貸借対照表】
（平成23年3月31日現在）

1. 公共資産 39,822 1. 固定負債 12,951
(1) 有形固定資産 39,812 (1) 地方公共団体地方債等 10,472
(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 10 (3) 長期未払金 10

(4) 引当金 2,469
2. 投資等 2,582 (5) その他 0

(1) 投資及び出資金 117
(2) 貸付金 211 2. 流動負債 1,161
(3) 基金等 1,168 (1) 翌年度償還予定地方債等 1,040
(4) 長期延滞債権 1,327 (2) 短期借入金 0
(5) その他 0 (3) 未払金 18
(6) 回収不能見込額 ▲ 241 (4) 翌年度支払予定退職手当 0

(5) 賞与引当金 103
3. 流動資産 1,886 (6) その他 0

(1) 資金 1,818
(2) 未収金 70
(3) 販売用不動産 0
(4) その他 0 14,112
(5) 回収不能見込額 ▲ 2

4. 繰延勘定 0 30,178

44,290 44,290

【行政コスト計算書】 【資金収支計算書】
(平成22年4月1日～平成23年3月31日)

8,538 経常的収支 a 2,613
1, 人にかかるコスト 1,917 人件費 ▲ 2,037

(1) 人件費 1,675 物件費 ▲ 1,178
(2) 退職手当引当金繰入等 140 社会保障給付 ▲ 852
(3) 賞与引当金繰入額 102 補助金等 ▲ 745

2. 物にかかるコスト 2,832 支払利息 ▲ 169
(1) 物件費 1,190 その他支出 ▲ 1,606
(2) 維持補修費 99 地方税 1,518
(3) 減価償却費 1,543 地方交付税 4,575

3. 移転支出的なコスト 3,639 国県補助金等 1,302
(1) 社会保障給付 852 地方債発行額 1,012
(2) 補助金等 748 基金取崩額 6
(3) 他会計等への支出額 1,978 その他収入 787
(4) 他団体への公共資産整備補助金等 61 公共資産整備収支 b ▲ 1,005

4. その他のコスト 150 公共資産整備支出 ▲ 1,557
(1) 支払利息 169 公共資産整備補助金等支出 ▲ 462
(2) 回収不能見込計上額 ▲ 19 国県補助金等 577
(3) その他行政コスト 0 地方債発行額 423

376 基金取崩額 0
376 その他収入 14

8,162 投資・財務的収支 c ▲ 1,707
投資及び出資金 0

【純資産変動計算書】 貸付金 ▲ 177
基金積立額 ▲ 643

29,933 地方債償還額 ▲ 1,031
純経常行政コスト b ▲ 8,162 その他支出 ▲ 100
財源調達 c 8,471 貸付金回収額 191

1,531 公共資産等売却収入 1
4,575 その他収入 52

483 翌年度繰上充用金増減額 d 0
1,882 ▲ 99

臨時損益 d ▲ 14 期首資金残高 f 335
その他 e ▲ 49 期末資金残高 g  e+f 236
期末純資産残高 a+b+c+d+e 30,179

【平成22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22年4月1日～平成23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）

補助金等

（単位：百万円）

(平成22年4月1日～平成23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
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