
【連結貸借対照表】
（平成24年3月31日現在）

1. 公共資産 52,475 1. 固定負債 18,891
(1) 有形固定資産 52,429 (1) 地方公共団体地方債等 16,400
(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 44 (3) 長期未払金 10

(4) 引当金 2,481
2. 投資等 3,148 (5) その他 0

(1) 投資及び出資金 52
(2) 貸付金 202 2. 流動負債 1,847
(3) 基金等 1,722 (1) 翌年度償還予定地方債等 1,202
(4) 長期延滞債権 1,461 (2) 短期借入金 239
(5) その他 0 (3) 未払金 227
(6) 回収不能見込額 ▲ 289 (4) 翌年度支払予定退職手当 7

(5) 賞与引当金 161
3. 流動資産 4,006 (6) その他 11

(1) 資金 3,101
(2) 未収金 600
(3) 販売用不動産 309
(4) その他 49 20,738
(5) 回収不能見込額 ▲ 53

4. 繰延勘定 0 38,891

59,629 59,629

【連結行政コスト計算書】 【連結資金収支計算書】
(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

17,911 経常的収支 a 2,503
1, 人にかかるコスト 3,407 人件費 ▲ 3,500

(1) 人件費 2,944 物件費 ▲ 3,416
(2) 退職手当引当金繰入等 302 社会保障給付 ▲ 7,649
(3) 賞与引当金繰入額 161 補助金等 ▲ 156

2. 物にかかるコスト 4,917 支払利息 ▲ 267
(1) 物件費 2,806 その他支出 ▲ 1,951
(2) 維持補修費 131 地方税 1,511
(3) 減価償却費 1,980 地方交付税 4,575

3. 移転支出的なコスト 8,968 国県補助金等 3,994
(1) 社会保障給付 8,135 地方債発行額 455
(2) 補助金等 87 基金取崩額 331
(3) 他会計等への支出額 671 その他収入 8,576
(4) 他団体への公共資産整備補助金等 75 公共資産整備収支 b ▲ 1,034

4. その他のコスト 619 公共資産整備支出 ▲ 3,066
(1) 支払利息 267 公共資産整備補助金等支出等 ▲ 68
(2) 回収不能見込計上額 57 国県補助金等 565
(3) その他行政コスト 295 地方債発行額 1,511

6,931 基金取崩額 23
6,931 その他収入 1

10,980 投資・財務的収支 c ▲ 1,241
投資及び出資金 0

【連結純資産変動計算書】 貸付金 ▲ 40
基金積立額 ▲ 433

38,441 地方債償還額 ▲ 1,267
純経常行政コスト b ▲ 10,980 その他支出 ▲ 87
財源調達 c 11,084 貸付金回収額 55

1,509 公共資産等売却収入 2
4,575 その他収入 529

469 翌年度繰上充用金増減額 d ▲ 68
4,531 160

臨時損益 d ▲ 45 期首資金残高 f 2,941
その他 e 391 期末資金残高 g  e+f 3,101
期末純資産残高 a+b+c+d+e 38,891

経常収益 b
使用料・手数料等

資産合計

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

負債及び純資産合計

純資産合計

（単位：百万円）

資産の部 負債の部

純資産の部
負債合計

【平成23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）

補助金等

（単位：百万円）

(平成23年4月1日～平成24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24年3月31日現在）

1. 公共資産 39,316 1. 固定負債 12,991
(1) 有形固定資産 39,288 (1) 地方公共団体地方債等 10,607
(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 28 (3) 長期未払金 10

(4) 引当金 2,374
2. 投資等 2,768 (5) その他 0

(1) 投資及び出資金 117
(2) 貸付金 195 2. 流動負債 1,069
(3) 基金等 1,385 (1) 翌年度償還予定地方債等 957
(4) 長期延滞債権 1,311 (2) 短期借入金 0
(5) その他 0 (3) 未払金 16
(6) 回収不能見込額 ▲ 240 (4) 翌年度支払予定退職手当 0

(5) 賞与引当金 96
3. 流動資産 1,788 (6) その他 0

(1) 資金 1,736
(2) 未収金 59
(3) 販売用不動産 0
(4) その他 0 14,060
(5) 回収不能見込額 ▲ 7

4. 繰延勘定 0 29,812

43,872 43,872

【行政コスト計算書】 【資金収支計算書】
(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

8,440 経常的収支 a 1,792
1, 人にかかるコスト 1,950 人件費 ▲ 2,052

(1) 人件費 1,676 物件費 ▲ 1,209
(2) 退職手当引当金繰入等 178 社会保障給付 ▲ 912
(3) 賞与引当金繰入額 96 補助金等 ▲ 744

2. 物にかかるコスト 2,885 支払利息 ▲ 160
(1) 物件費 1,248 その他支出 ▲ 1,709
(2) 維持補修費 90 地方税 1,511
(3) 減価償却費 1,547 地方交付税 4,575

3. 移転支出的なコスト 3,414 国県補助金等 1,100
(1) 社会保障給付 912 地方債発行額 455
(2) 補助金等 747 基金取崩額 256
(3) 他会計等への支出額 1,679 その他収入 681
(4) 他団体への公共資産整備補助金等 76 公共資産整備収支 b ▲ 823

4. その他のコスト 191 公共資産整備支出 ▲ 995
(1) 支払利息 159 公共資産整備補助金等支出等 ▲ 545
(2) 回収不能見込計上額 32 国県補助金等 193
(3) その他行政コスト 0 地方債発行額 491

358 基金取崩額 23
358 その他収入 10

8,082 投資・財務的収支 c ▲ 947
投資及び出資金 0

【純資産変動計算書】 貸付金 ▲ 37
基金積立額 ▲ 355

30,179 地方債償還額 ▲ 1,025
純経常行政コスト b ▲ 8,082 その他支出 ▲ 141
財源調達 c 7,758 貸付金回収額 55

1,509 公共資産等売却収入 0
4,575 その他収入 556

380 翌年度繰上充用金増減額 d 0
1,294 22

臨時損益 d ▲ 40 期首資金残高 f 236
その他 e ▲ 3 期末資金残高 g  e+f 258
期末純資産残高 a+b+c+d+e 29,812

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

補助金等

（単位：百万円）

(平成23年4月1日～平成24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

【平成23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23年4月1日～平成24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）
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