
一般会計等

【貸借対照表】 （単位：千円） 【純資産変動計算書】 （単位：千円）

金額

金額 金額

【資産の部】 【負債の部】

１ 固定資産 232,620,025 １ 固定負債 51,224,905

（１） 事業用資産 72,521,869 （１） 地方債 43,830,808 純行政コスト -43,769,331

（２） インフラ資産 158,715,500 （２） 長期未払金 0

（３） 物品 1,191,497 （３） 退職手当引当金 7,061,940 財源 40,227,384

（４） 無形固定資産 191,160 （４） その他の固定負債 332,157 税収等 30,851,843

国県等補助金 9,375,541

２ 投資等 31,131,882 ２ 流動負債 5,684,755

（１） 投資及び出資金 16,076,936 （１）翌年度償還予定地方債 4,109,028 本年度差額 -3,541,947

（２） 基金（長期） 14,503,941 （２） 賞与引当金 414,579

（３） その他（投資等） 551,006 （３） その他の流動負債 1,161,148 資産評価差額 3,774

無償所管替等 382,075

３ 流動資産 8,862,696 その他 -8,666

（１） 現金預金 2,986,097 56,909,660

（２） 基金（短期） 5,532,247 【純資産の部】

（３） その他の流動資産 344,352 本年度純資産変動額 -3,164,764

純資産 215,704,943

４ 繰延資産 0

272,614,603 272,614,603

【行政コスト計算書】 （単位：千円） 【資金収支計算書】 （単位：千円）

金額 金額

経常費用 46,139,789 １ 業務活動収支 1,319,597

１ 人件費 7,483,755 業務支出 40,786,676

（１） 職員給与費等 5,009,137 業務収入 42,106,273

（２） 賞与等引当金繰入額 414,579 臨時支出 0

（３） 退職手当引当金繰入等 787,322 臨時収入 0

（４） その他 1,272,716

２ 物件費等 14,149,451 ２ 投資活動収支 -2,738,993

（１） 物件費 7,997,364 投資活動支出 5,820,954

（２） 維持補修費 1,024,765 投資活動収入 3,081,961

（３） 減価償却費 5,127,020

（４） その他 302 ３ 財務活動収支 738,877

３ その他の業務費用 604,283 　 財務活動支出 4,474,299

（１） 支払利息 238,486 財務活動収入 5,213,176

（２） その他 365,797

本年度資金収支額 -680,519

４ その他のコスト 23,902,301 期首資金残高 2,674,704

（１） 補助金等 9,574,411 期末資金残高 1,994,185

（２）社会保障給付 8,652,589 期首歳計外現金残高 981,034

（３） その他･繰出金等 5,675,301 期末歳計外現金残高 991,912

経常収益 期末現金預金残高 2,986,097

使用料・手数料等 2,528,933

純経常行政コスト（経常費用－経常収益） 43,610,857

（１）臨時損失 180,709

（２）臨時利益 22,235

純行政コスト 43,769,331 ※千円未満を四捨五入して表示しているため、合計金額が一致しない場合があります。

215,704,943

焼津市　　平成２９年度  財務書類 ４ 表

期首純資産残高 218,869,707

資産合計 負債及び純資産合計

科目

借　方 貸　方 科　目

科目 科目

負債合計

期末純資産残高

科目



全体会計

【貸借対照表】 （単位：千円） 【純資産変動計算書】 （単位：千円）

金額

金額 金額

【資産の部】 【負債の部】

１ 固定資産 273,360,942 １ 固定負債 76,743,261

（１） 事業用資産 77,330,200 （１） 地方債 62,292,480 純行政コスト -68,779,743

（２） インフラ資産 191,697,889 （２） 長期未払金 0

（３） 物品 4,108,805 （３） 退職手当引当金 10,678,567 財源 66,191,463

（４） 無形固定資産 224,049 （４） その他の固定負債 3,772,213 税収等 49,000,117

国県等補助金 17,191,346

２ 投資等 21,366,547 ２ 流動負債 10,050,346

（１） 投資及び出資金 3,865,969 （１）翌年度償還予定地方債 6,275,181 本年度差額 -2,588,280

（２） 基金（長期） 15,618,612 （２） 賞与引当金 860,032

（３） その他（投資等） 1,881,966 （３） その他の流動負債 2,915,134 資産評価差額 3,774

無償所管替等 380,495

３ 流動資産 18,763,264 その他 -58,666

（１） 現金預金 10,563,102 86,793,607

（２） 基金（短期） 5,532,247 【純資産の部】

（３） その他の流動資産 2,667,915 本年度純資産変動額 -2,262,677

純資産 226,697,146

４ 繰延資産 0

313,490,753 313,490,753

【行政コスト計算書】 （単位：千円） 【資金収支計算書】 （単位：千円）

金額 金額

経常費用 84,729,137 １ 業務活動収支 4,888,416

１ 人件費 15,680,505 業務支出 76,456,387

（１） 職員給与費等 11,764,100 業務収入 81,344,803

（２） 賞与等引当金繰入額 789,644 臨時支出 0

（３） 退職手当引当金繰入等 787,322 臨時収入 0

（４） その他 2,339,438

２ 物件費等 21,788,306 ２ 投資活動収支 -4,792,299

（１） 物件費 13,134,269 投資活動支出 8,000,123

（２） 維持補修費 1,352,645 投資活動収入 3,207,824

（３） 減価償却費 7,291,170

（４） その他 10,223 ３ 財務活動収支 -228,954

３ その他の業務費用 2,261,260 　 財務活動支出 6,688,008

（１） 支払利息 638,739 財務活動収入 6,459,054

（２） その他 1,622,521

本年度資金収支額 -132,837

４ その他のコスト 44,999,066 期首資金残高 9,704,026

（１） 補助金等 15,750,471 期末資金残高 9,571,189

（２）社会保障給付 27,756,044 期首歳計外現金残高 981,034

（３） その他･繰出金等 1,492,551 期末歳計外現金残高 991,912

経常収益 期末現金預金残高 10,563,102

使用料・手数料等 16,109,746

純経常行政コスト（経常費用－経常収益） 68,619,391

（１）臨時損失 182,587

（２）臨時利益 22,235

純行政コスト 68,779,743 ※千円未満を四捨五入して表示しているため、合計金額が一致しない場合があります。

科目 科目

焼津市　　平成２９年度  財務書類 ４ 表

借　方 貸　方 科　目

科目 科目

期首純資産残高 228,959,823

負債合計

期末純資産残高 226,697,146

資産合計 負債及び純資産合計



連結会計

【貸借対照表】 （単位：千円） 【純資産変動計算書】 （単位：千円）

金額

金額 金額

【資産の部】 【負債の部】

１ 固定資産 284,457,753 １ 固定負債 81,617,713

（１） 事業用資産 80,919,410 （１） 地方債 63,506,178 純行政コスト -80,619,336

（２） インフラ資産 194,362,624 （２） 長期未払金 0

（３） 物品 4,871,403 （３） 退職手当引当金 11,764,149 財源 78,779,658

（４） 無形固定資産 4,304,316 （４） その他の固定負債 6,347,386 税収等 55,276,332

国県等補助金 23,503,326

２ 投資等 19,618,740 ２ 流動負債 10,615,721

（１） 投資及び出資金 875,830 （１）翌年度償還予定地方債 6,511,183 本年度差額 -1,839,678

（２） 基金（長期） 16,344,070 （２） 賞与引当金 971,014

（３） その他（投資等） 2,398,841 （３） その他の流動負債 3,133,524 資産評価差額 4,136

無償所管替等 380,495

３ 流動資産 20,124,831 その他 -59,333

（１） 現金預金 11,717,389 92,233,434

（２） 基金（短期） 5,538,296 【純資産の部】

（３） その他の流動資産 2,869,147 本年度純資産変動額 -1,514,380

純資産 231,967,890

４ 繰延資産 0

324,201,324 324,201,324

【行政コスト計算書】 （単位：千円） 【資金収支計算書】 （単位：千円）

金額 金額

経常費用 98,238,614 １ 業務活動収支 5,942,629

１ 人件費 17,753,330 業務支出 89,567,521

（１） 職員給与費等 13,371,261 業務収入 95,512,023

（２） 賞与等引当金繰入額 900,585 臨時支出 1,877

（３） 退職手当引当金繰入等 882,779 臨時収入 4

（４） その他 2,598,706

２ 物件費等 23,864,013 ２ 投資活動収支 -5,701,329

（１） 物件費 14,321,129 投資活動支出 8,985,428

（２） 維持補修費 1,674,783 投資活動収入 3,284,099

（３） 減価償却費 7,653,850

（４） その他 214,251 ３ 財務活動収支 -373,460

３ その他の業務費用 2,504,160 　 財務活動支出 6,885,319

（１） 支払利息 654,978 財務活動収入 6,511,859

（２） その他 1,849,182

本年度資金収支額 -132,159

４ その他のコスト 54,117,110 期首資金残高 10,851,792

（１） 補助金等 9,971,417 期末資金残高 10,721,452

（２）社会保障給付 42,620,781 期首歳計外現金残高 984,564

（３） その他･繰出金等 1,524,912 期末歳計外現金残高 995,937

経常収益 期末現金預金残高 11,717,389

使用料・手数料等 17,760,228

純経常行政コスト（経常費用－経常収益） 80,478,385

（１）臨時損失 184,464

（２）臨時利益 43,513

純行政コスト 80,619,336 ※千円未満を四捨五入して表示しているため、合計金額が一致しない場合があります。

科目 科目

焼津市　　平成２９年度  財務書類 ４ 表

借　方 貸　方 科　目

科目 科目

期首純資産残高 233,482,270

負債合計

期末純資産残高 231,967,890

資産合計 負債及び純資産合計


