
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 227,314,928 １ 固定負債 52,317,098

（１） 事業用資産 71,946,154 （１） 地方債 45,286,693 純行政コスト -44,478,344

（２） インフラ資産 152,953,325 （２） 長期未払金 -

（３） 物品 2,274,713 （３） 退職手当引当金 6,631,234 財源 41,002,442

（４） 無形固定資産 140,736 （４） その他の固定負債 399,171 税収等 30,810,670

国県等補助金 10,191,771

２ 投資等 30,662,609 ２ 流動負債 5,931,671

（１） 投資及び出資金 16,715,246 （１）翌年度償還予定地方債 4,162,715 本年度差額 -3,475,902

（２） 基金（長期） 13,442,817 （２） 賞与引当金 463,399

（３） その他（投資等） 504,545 （３） その他の流動負債 1,305,557 資産評価差額 306

無償所管替等 -431,204

３ 流動資産 9,384,694 その他 8,531

（１） 現金預金 3,882,136 58,248,770

（２） 基金（短期） 5,185,371 【純資産の部】

（３） その他の流動資産 317,187 本年度純資産変動額 -3,898,269

純資産 209,113,461

４ 繰延資産 0

267,362,231 267,362,231

【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 46,803,115 １ 業務活動収支 1,437,441

１ 人件費 7,496,067 業務支出 41,260,540

（１） 職員給与費等 5,168,622 業務収入 42,767,490

（２） 賞与等引当金繰入額 463,399 臨時支出 69,509

（３） 退職手当引当金繰入等 564,864 臨時収入 -

（４） その他 1,299,181

２ 物件費等 14,232,095 ２ 投資活動収支 -3,430,792

（１） 物件費 7,804,783 投資活動支出 8,446,263

（２） 維持補修費 1,129,354 投資活動収入 5,015,471

（３） 減価償却費 5,289,410

（４） その他 8,548 ３ 財務活動収支 1,102,279

３ その他の業務費用 443,709 　 財務活動支出 4,342,803

（１） 支払利息 159,778 財務活動収入 5,445,082

（２） その他 283,931

本年度資金収支額 -891,073

４ その他のコスト 24,631,245 期首資金残高 3,710,818

（１） 補助金等 10,576,879 期末資金残高 2,819,745

（２）社会保障給付 9,715,806 期首歳計外現金残高 980,018

（３） その他･繰出金等 4,338,559 期末歳計外現金残高 1,062,391

経常収益 2,425,560 期末現金預金残高 3,882,136

使用料・手数料等 2,425,560

純経常行政コスト（経常費用－経常収益） 44,377,555

（１）臨時損失 109,327

（２）臨時利益 8,538

純行政コスト 44,478,344 ※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

借　方 貸　方 科　目

科目 科目

負債合計

期末純資産残高

科目

209,113,461

焼津市　令和元年度  財務書類４表

期首純資産残高 213,011,730

資産合計 負債及び純資産合計



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 284,304,519 １ 固定負債 87,510,861

（１） 事業用資産 76,657,040 （１） 地方債 63,241,611 純行政コスト -69,240,102

（２） インフラ資産 199,870,136 （２） 長期未払金 -

（３） 物品 7,594,562 （３） 退職手当引当金 10,257,778 財源 65,111,329

（４） 無形固定資産 182,781 （４） その他の固定負債 14,011,471 税収等 41,430,273

国県等補助金 23,681,056

２ 投資等 20,692,459 ２ 流動負債 10,356,990

（１） 投資及び出資金 3,863,561 （１）翌年度償還予定地方債 6,570,064 本年度差額 -4,128,773

（２） 基金（長期） 15,418,591 （２） 賞与引当金 951,639

（３） その他（投資等） 1,410,307 （３） その他の流動負債 2,835,287 資産評価差額 306

無償所管替等 -1,071,912

３ 流動資産 17,256,152 その他 5,042,504

（１） 現金預金 9,455,939 97,867,851

（２） 基金（短期） 5,185,371 【純資産の部】

（３） その他の流動資産 2,614,843 本年度純資産変動額 -157,875

純資産 224,385,279

４ 繰延資産 0

322,253,130 322,253,130

【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 85,358,061 １ 業務活動収支 1,840,906

１ 人件費 15,746,609 業務支出 77,906,640

（１） 職員給与費等 11,843,980 業務収入 79,823,237

（２） 賞与等引当金繰入額 938,816 臨時支出 75,691

（３） 退職手当引当金繰入等 564,864 臨時収入 -

（４） その他 2,398,949

２ 物件費等 22,646,133 ２ 投資活動収支 -5,162,498

（１） 物件費 13,330,978 投資活動支出 10,441,642

（２） 維持補修費 1,359,548 投資活動収入 5,279,144

（３） 減価償却費 7,947,060

（４） その他 8,548 ３ 財務活動収支 480,945

３ その他の業務費用 1,773,134 　 財務活動支出 6,478,637

（１） 支払利息 478,343 財務活動収入 6,959,582

（２） その他 1,294,791

本年度資金収支額 -2,840,646

４ その他のコスト 45,192,184 期首資金残高 11,234,194

（１） 補助金等 14,500,149 期末資金残高 8,393,548

（２）社会保障給付 29,431,195 期首歳計外現金残高 980,018

（３） その他･繰出金等 1,260,840 期末歳計外現金残高 1,062,391

経常収益 16,226,418 期末現金預金残高 9,455,939

使用料・手数料等 16,226,418

純経常行政コスト（経常費用－経常収益） 69,131,643

（１）臨時損失 116,997

（２）臨時利益 8,538

純行政コスト 69,240,102 ※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　令和元年度  財務書類４表

借　方 貸　方 科　目

科目 科目

期首純資産残高 224,543,154

負債合計

期末純資産残高 224,385,279

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 297,420,066 １ 固定負債 92,998,735

（１） 事業用資産 82,585,870 （１） 地方債 65,239,732 純行政コスト -81,800,250

（２） インフラ資産 202,317,104 （２） 長期未払金 -

（３） 物品 8,392,378 （３） 退職手当引当金 11,313,412 財源 78,870,299

（４） 無形固定資産 4,124,714 （４） その他の固定負債 16,445,590 税収等 48,131,895

国県等補助金 30,738,404

２ 投資等 18,899,157 ２ 流動負債 10,887,016

（１） 投資及び出資金 851,769 （１）翌年度償還予定地方債 6,797,388 本年度差額 -2,929,951

（２） 基金（長期） 16,146,975 （２） 賞与引当金 1,074,561

（３） その他（投資等） 1,900,412 （３） その他の流動負債 3,015,067 資産評価差額 668

無償所管替等 -1,071,912

３ 流動資産 18,713,869 その他 5,018,191

（１） 現金預金 10,700,353 103,885,751

（２） 基金（短期） 5,192,008 【純資産の部】

（３） その他の流動資産 2,821,508 本年度純資産変動額 1,016,997

純資産 231,147,341

４ 繰延資産 0

335,033,092 335,033,092

【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 99,549,297 １ 業務活動収支 2,917,654

１ 人件費 17,905,687 業務支出 91,749,210

（１） 職員給与費等 13,525,000 業務収入 94,742,555

（２） 賞与等引当金繰入額 1,061,692 臨時支出 75,691

（３） 退職手当引当金繰入等 661,461 臨時収入 -

（４） その他 2,657,534

２ 物件費等 24,830,951 ２ 投資活動収支 -6,916,320

（１） 物件費 14,558,557 投資活動支出 12,705,846

（２） 維持補修費 1,718,394 投資活動収入 5,789,526

（３） 減価償却費 8,357,680

（４） その他 196,320 ３ 財務活動収支 1,120,756

３ その他の業務費用 2,076,061 　 財務活動支出 6,667,426

（１） 支払利息 490,741 財務活動収入 7,788,182

（２） その他 1,585,319

本年度資金収支額 -2,877,910

４ その他のコスト 54,736,598 期首資金残高 12,511,089

（１） 補助金等 8,352,868 期末資金残高 9,631,509

（２）社会保障給付 45,083,832 期首歳計外現金残高 988,858

（３） その他･繰出金等 1,299,899 期末歳計外現金残高 1,068,844

経常収益 17,859,768 期末現金預金残高 10,700,353

使用料・手数料等 17,859,768

純経常行政コスト（経常費用－経常収益） 81,689,529

（１）臨時損失 121,011

（２）臨時利益 10,290

純行政コスト 81,800,250 ※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　令和元年度  財務書類４表

借　方 貸　方 科　目

科目 科目

期首純資産残高 230,130,345

負債合計

期末純資産残高 231,147,341

資産合計 負債及び純資産合計


