
－　平成29年度　連結財務書類の概要と分析　－

１．連結財務４表（概略版）

平成29年度決算にかかる連結財務４表（概略版）は、下記のとおりです。

（単位：千円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 255,065,132 固定負債 69,726,903

有形固定資産 235,098,390 流動負債 6,849,967
事業用資産 100,759,481
インフラ資産 129,400,053
物品 4,938,856

無形固定資産 9,214
投資その他の資産 19,957,528

流動資産 18,727,302 76,576,870
【純資産の部】

固定資産等形成分 265,045,266
余剰分（不足分） △ 66,152,364
他団体出資等分 △ 1,677,338

197,215,564
273,792,434 273,792,434

純資産合計
資産合計 負債及び純資産合計

負債合計

貸借対照表
（平成３０年３月３１日現在）

科目 金額 科目 金額

（単位：千円）

経常費用 61,192,293

業務費用 30,978,357

人件費 6,954,681

物件費等 22,355,565

その他の業務費用 1,668,110

移転費用 30,213,936

経常収益 4,440,212

純経常行政コスト △ 56,752,081

臨時損失 5,359,260

臨時利益 85,743

純行政コスト △ 62,025,598

行政コスト計算書
自　平成２９年４月１日　

至　平成３０年３月３１日

科目 金額
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（単位：千円）

前年度末純資産残高 205,158,362

純行政コスト（△） △ 62,025,598

財源 54,839,701

税収等 32,139,622

国県等補助金 22,700,079

本年度差額 △ 7,185,896

本年度純資産変動額 △ 7,942,798

本年度末純資産残高 197,215,564

純資産変動計算書
自　平成２９年４月１日　

至　平成３０年３月３１日

科目 金額

（単位：千円）

【業務活動収支】

業務支出 48,325,865

業務収入 54,925,036

臨時支出 4,972,256

臨時収入 1,381,806

業務活動収支 3,008,721

【投資活動収支】

投資活動支出 17,965,644

投資活動収入 12,858,142

投資活動収支 △ 5,107,503

【財務活動収支】

財務活動支出 4,330,859

財務活動収入 7,099,800

財務活動収支 2,768,941

670,159

7,766,919

8,426,939

前年度末歳計外現金残高 1,980

本年度歳計外現金増減額 △ 890

本年度末歳計外現金残高 1,090

本年度末現金預金残高 8,428,029

前年度末資金残高

本年度末資金残高

資金収支計算書
自　平成２９年４月１日　
至　平成３０年３月３１日

科目 金額

本年度資金収支額
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平成29年度末の資産残高は273,792,434千円となり、対前年度比948,114千円の増となり
ました。

平成29年度末の負債残高は76,576,870千円となり、対前年度比＋8,890,912千円の増とな
りました。

この結果、平成29年度末の純資産残高は197,215,564千円となり、対前年度比△
7,942,798千円の減となりました。

273,792,434

76,576,870

197,215,564

272,844,320

67,685,958

205,158,362

資産

負債

純資産

２．資産・負債・純資産の推移

H29 H28 （千円）
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（１）事業用資産
固定資産のうち、市の庁舎や学校、公民館、市営住宅など公共サービスに供される資産で、一般
会計等で保有する資産のほか、国保診療所や魚市場など他の会計に属する資産や、消防庁舎や廃
棄物処理施設などの一部事務組合保有の資産（一部事務組合等の資産を構成団体ごとに按分した
もの）、第三セクター保有の資産も含まれます。
平成29年度末の残高は100,759,481千円となり、対前年度比＋5,538,764千円の増となり
ました。
増の主な要因は、新庁舎等複合施設の整備によるものです。

（２）インフラ資産
固固定資産のうち、道路や河川、上下水道など社会基盤となる資産で、一般会計等で保有する資
産のほか、水道施設や下水道施設など他の会計に属する資産も含まれます。
平成29年度末の残高は129,400,053千円となり、対前年度比△463,349千円の減となりま
した。
減の主な要因は、減価償却累計額が増加したことによるものです。
※減価償却累計額とは・・・
市の保有する資産に係る減価償却費（資産取得に要した支出を、その資産が使用できる期間（耐
用年数）にわたって費用配分したもの）の累計額のことを言います。この値が資産の取得価格に
比して高い場合は、資産の老朽化が進んでいることを表します。

（３）投資その他の資産
固定資産のうち、有価証券や出資金、基金（流動資産に属するものを除く）などの資産です。
平成29年度末の残高は19,957,528千円となり、対前年度比△2,335,717千円の減となりま
した。
減の主な要因は、復旧・復興事業等に充てるため、基金（特定目的金）を取崩したことによるも
のです。

（４）流動資産
現金預金や基金（財政調整基金・減債基金）などの資産で、一般会計等で保有する資産のほか、
国民健康保険事業財政調整基金や介護保険財政調整基金も含まれます。
平成29年度末の残高は18,727,302千円となり、対前年度比△1,371,296千円の減となりま
した。
減の主な要因は、震災復興特別交付税の過年度交付分の精算や、公共施設等総合管理基金を創設
したこと等により財政調整基金を取崩したことによるものです。

100,759,481

129,400,053

19,957,528

18,727,302

95,220,717

129,863,402

22,293,245

20,098,598

事業用資産

インフラ資産

投資その他の資産

流動資産

３．資産の推移（主な項目別）

H29 H28 （千円）
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平成29年度末の資産の内訳は、上記のとおりです。

「有形固定資産」（「事業用資産」、「インフラ資産」、「物品」を加えた資産）の割合が全体
の85.9％を占めています。
また、この中でも道路や河川、上下水道施設などの社会基盤を指す「インフラ資産」が最も高い
割合となっています。

「投資その他の資産」の割合は全体の7.3％となっていますが、このうち基金（特定目的基金）
の額は18,897,113千円で、「投資その他の資産」の94.7％を占めています。基金の残額は、
東日本大震災復興交付金基金や東日本大震災復興基金など復旧・復興事業へ充当するために設置
した特定目的基金により東日本大震災以後、一時的に増加しましたが、復旧・復興事業の進捗に
伴い毎年度減少しており、今後も継続して減少すること見込まれます。また、「投資その他の資
産」の割合もこれに伴って減少することが見込まれます。

「流動資産」の割合は全体の6.8％となっていますが、このうち基金（財政調整基金・減債基
金）の額は9,718,569千円で、「流動資産」の51.9％を占めています。

100,759,481
36.8%

129,400,053
47.3%

4,938,856
1.8%

19,957,528
7.3%

18,727,302
6.8%

４．資産の内訳

事業用資産 インフラ資産 物品 投資その他の資産 流動資産

（千円,％）
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（１）固定負債
地方債や退職手当引当金などの負債です。
平成29年度末の残高は69,726,903千円となり、対前年度比＋7,398,018千円の増となりま
した。
このうち「地方債」の額は49,134,569千円となり、対前年度比＋3,095,343千円の増となり
ました。
「地方債」の増の主な要因は、新庁舎等複合施設の整備や、平成28年台風10号災害に伴う災害
復旧事業にり発行した地方債の増によるものです。

（２）流動負債
地方債（１年以内償還予定のもの）や賞与等引当金、未払金などの負債です。
平成29年度末の残高は6,849,967千円となり、対前年度比＋1,492,894千円の増となりまし
た。

69,726,903

6,849,967

62,328,885

5,357,073

固定負債

流動負債

５．負債の推移（主な項目別）

H29 H28 （千円）
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６．住民一人当たり貸借対照表

連結財務書類における貸借対照表を市民一人当たりで表したものです。
平成29年度末現在における市民一人当たりの資産額は5,113千円、負債額は1,430千円、純資
産額は3,683千円となりました。

（平成30年3月31日現在の人口：53,545人）

（単位：千円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 4,765 固定負債 1,302

有形固定資産 4,392 地方債 918
事業用資産 1,882 長期未払金

土地 762 退職手当引当金 116
立木竹 54 損失補償等引当金
建物 2,150 その他 268
建物減価償却累計額 △ 1,290 流動負債 128
工作物 256 1年内償還予定地方債 78
工作物減価償却累計額 △ 140 未払金 41
船舶 未払費用
船舶減価償却累計額 前受金
浮標等 前受収益
浮標等減価償却累計額 賞与等引当金 8
航空機 預り金
航空機減価償却累計額 その他 1
その他 1,430
その他減価償却累計額 【純資産の部】
建設仮勘定 90 固定資産等形成分 4,950

インフラ資産 2,418 余剰分（不足分） △ 1,235
土地 77 他団体出資等分 △ 32
建物 94
建物減価償却累計額 △ 42
工作物 4,779
工作物減価償却累計額 △ 2,719
その他
その他減価償却累計額
建設仮勘定 229

物品 265
物品減価償却累計額 △ 173

無形固定資産
ソフトウェア
その他

投資その他の資産 373
投資及び出資金 9

有価証券 3
出資金 6
その他

長期延滞債権 4
長期貸付金 7
基金 353

減債基金
その他 353

その他
徴収不能引当金

流動資産 348
現金預金 157
未収金 9
短期貸付金
基金 181

財政調整基金 148
減債基金 33

棚卸資産 1
その他 1
徴収不能引当金 △ 1
繰延資産 3,683

5,113 5,113資産合計 負債及び純資産合計

科目 金額 科目 金額

負債合計

純資産合計
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行政コスト計算書における経常費用の内訳は、上記のとおりです。

職員給与費や議員報酬など≪ヒトにかかるコスト≫である「人件費」は6,954,681千円とな
り、経常費用全体の11.4％を占めています。

物件費や維持補修費、資産の減価償却費など≪モノにかかるコスト≫である「物件費等」は
22,355,565千円となり、全体の36.5％と経常費用の中で２番目に大きい割合を占めていま
す。保有する施設数が多い団体ほど、この割合は高い傾向にあります。

地方債償還利息などの「その他の業務費用」は1,668,110千円となり、経常費用全体の2.7％
を占めています。

補助金や負担金、社会保障給付費などの「移転費用」は30,213,936千円となり、全体の
49.4％と経常費用の中で最も大きい割合を占めています。国民健康保険事業による医療給付
費、介護保険事業による介護サービス給付費、後期高齢者医療給付費などもこの費用に含まれま
す。

6,954,681
11.4%

22,355,565
36.5%

1,668,110
2.7%

30,213,936
49.4%

７．行政コスト計算書における経常費用の内訳

人件費 物件費等 その他の業務費用 移転費用

（千円,％）
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197,215,564

平成２９年度中の純資産の変動内訳は、上記のとおりです。

期中の「純行政コスト」（経常費用及び臨時損失から経常収益及び臨時利益を控除した金額）に
対し、市税や地方交付税などの「税収等」及び「国県等補助金」の額が7,185,896千円下回っ
ており、差額分は基金からの取崩しや地方債の発行等により賄われたことになります。

固定資産等の取得、除却等の変動を加えた「本年度純資産変動額」は△7,942,798千円とな
り、この結果、本年度末の「純資産残高」は197,215,564千円となりました。

国県等補助金（Ⓓ）

本年度差額（Ⓓ（Ⓑ＋©＋Ⓓ））

本年度純資産変動額（Ⓔ）

本年度末純資産残高（Ⓕ（Ⓐ＋Ⓔ））

前年度末純資産残高（Ⓐ）

純行政コスト（△）（Ⓑ）

税収等（©）

項　　　目 金　額（千　円）

22,700,079

△ 7,185,896

△ 7,942,798

205,158,362

△ 62,025,598

８．純資産の変動内訳

32,139,622
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8,426,939

1,980前年度末歳計外現金残高（Ⓗ）

△ 890

8,428,029本年度末現金預金残高（Ⓙ（Ⓖ＋Ⓗ＋Ⓘ））

本年度歳計外現金増減額（Ⓘ）

平成２９年度中の資金収支の内訳は、上記のとおりです。

「業務活動収支」は＋3,008,721千円となりました。

「投資活動収支」は△5,107,503千円となりました。マイナスとなった主な要因は、中心市街
地拠点施設整備事業や学校教育施設の改修など市単独の建設事業や、公営企業会計や特別会計で
の建設改良費が多額となったことよるものです。

「財務活動収支」は＋2,768,941千円となりました。地方債の償還支出を新規発行額が上回っ
たことになりますが、この要因は上述した平成28年台風10号災害にかかる災害復旧事業債や、
中心市街地拠点施設整備事業にかかる合併特例債の発行が増となったことによるものです。

670,159

△ 10,139比例連結割合変更に伴う差額（Ⓕ）

7,099,800

2,768,941

項　　　目

本年度資金収支（Ⓔ（Ⓑ＋©＋Ⓓ））

本年度末資金残高（Ⓖ（Ⓐ＋Ⓔ＋Ⓕ））

投資活動支出（△）

業務活動収支（Ⓑ）

９．資金収支の内訳

金　額（千　円）

7,766,919

△ 53,298,121

56,306,842

財務活動収支（Ⓓ）

財務活動収入

財務活動支出（△）

投資活動収支（©）

投資活動収入

3,008,721

△ 17,965,644

12,858,142

△ 5,107,503

△ 4,330,859

前年度末資金残高（Ⓐ）

業務支出及び臨時支出（△）

業務収入及び臨時収入
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（1）歳入額対資産比率＜資産合計／歳入合計＞

（単位：年）

H28 H29 増減

2.9 3.3 0.4

（2）資産老朽化比率＜減価償却累計額／償却資産取得価格等＞

（単位：％）

H28 H29 増減

57.1 57.6 0.5

（3）純資産比率＜純資産／資産＞

（単位：％）

H28 H29 増減

75.2 72.0 △ 3.2

平成29年度の当該数値は72.0％となりました。
分子である純資産は対前年度比△7,942,798千円の減、分母である資産は対前年度比＋
948,114千円の増となり、結果として対前年度比で△3.2％の減となりました。
減の主な要因は、新庁舎等複合施設の整備や、平成28年台風10号にかかる災害復旧事業に伴う
地方債（負債）の増によるものです。

当該年度の歳入総額に対する資産の比率を算出することにより、これまでに形成されたストック
としての資産が、歳入の何年分に相当するかを表し、地方公共団体の資産形成の度合いを測るこ
とができます。

平成29年度の当該数値は3.3年となりました。
分子である資産合計は対前年度比＋948,114千円の増、分母である歳入合計は対前年度比△
10,314,586千円の減となり、結果として対前年度比で＋0.4年の増となりました。
歳入合計の減の主な要因は地方交付税の減（対前年度比△3,439,377千円）や、剰余金の減に
よるものです。

有形固定資産のうち、償却資産の取得価額等に対する減価償却累計額の割合を算出することで、
耐用年数に対して資産の取得からどの程度経過（老朽化）しているのかを全体として把握するこ
とができます。

平成29年度の当該数値は57.6％となりました。
分子である減価償却累計額は対前年度比＋9,039,582千円の増、分母である償却資産の残高
（簿価）は対前年度比＋12,185,153千円の増と、分子・分母ともに増となり、結果として対
前年度比で＋0.5％の増となりました。
このことは、全体としての償却資産の老朽化が進んでいることを表しており、比率改善には施設
の適正配置や計画的な更新等が求められます。

資産合計に占める、純資産の比率を表します。企業会計における自己資本比率に相当するもの
で、この比率が高いほど、財政状態が健全であるといえます。

１０．主な指標の推移



－　平成29年度　連結財務書類の概要と分析　－

（4）社会資本形成における将来世代の負担割合＜地方債／有形・無形固定資産＞

（単位：％）

H28 H29 増減

16.8 17.8 1.0

（５）行政コスト対税収等比率＜純行政コスト／税収等＞

（単位：％）

H28 H29 増減

104.9 113.1 8.2

（６）受益者負担の割合＜経常収益／経常費用＞

（単位：％）

H28 H29 増減

7.2 7.3 0.1

平成29年度の当該数値は113.1％となりました。
分子である純行政コストは対前年度比△1,465,310千円の減、分母である税収等は対前年度比
△5,675,482千円の減となり、結果として対前年度比で＋8.2％の増となりました。
増の主な要因は、地方交付税の減（対前年度比△3,439,377千円）や、平成28年台風10号に
かかる単独の災害復旧事業費の増によるものです。

行政コスト計算書の経常収益は、使用料や手数料などの行政サービスに対する受益者負担の金額
を指すことから、これを経常費用と比較することにより、行政サービスの提供に対する受益者負
担の割合を算出することができます。

平成29年度の当該数値は7.3％となりました。
分子である経常収益は対前年度比＋14,696千円の増、分母である経常費用は対前年度比＋
68,158千円の増となり、結果として対前年度比で＋0.1％の増となりました。

社会資本等について将来の償還等が必要な負債による形成割合（公共資産等形成充当負債の割
合）を算出することにより、社会資本等形成にかかる将来世代の負担の比重を把握することがで
きます。

平成29年度の当該数値は17.8％となりました。
分子である地方債は対前年度比＋3,121,628千円の増、分母である有形・無形固定資産は対前
年度比＋4,655,129千円の増と、分子・分母ともに増となり、結果として対前年度比で＋
1.0％の増となりました。
増の主な要因は、新庁舎等複合施設の整備や、平成28年台風10号にかかる災害復旧事業に伴う
地方債（負債）の増によるものです。

税収等の一般財源等に対する行政コストの比率を算出することによって、当該年度の税収等のう
ち、どれだけが資産形成を伴わない行政コストに費消されたのかを把握することができます。こ
の比率が100％に近づくほど資産形成の余裕度が低いといえ、さらに100％を上回ると、過去
から蓄積した資産が取り崩されたことを表します。
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（７）基礎的財政収支＜支払利息支出を除く業務活動収支＋基金積立支出、取崩収入を除く投資活動収支＞

（単位：千円）

（注）一部の指標について、昨年度公表時から算出方法を見直したもので表記しております。

支払利息支出を除く業務活動収支と基金積立支出、取崩収入を除く投資活動収支の合算を算出す
ることにより、地方債等の元利償還額等を除いた支出や地方債発行収入等を除いた収入のバラン
スを示す指標で、このバランスが均衡している場合には、経済成長率が長期金利を下回らない限
り経済規模に対する地方債等の比率は増加せず、持続可能な財政運営であるといえます。

平成29年度の当該数値は△6,251,259千円となりました。
業務活動収支については対前年度比＋1,380,580円の増となったものの、投資活動収支は対前
年度比△4,483,311千円の減となり、結果として対前年度比で△3,102,731千円の減となり
ました。
減の主な要因は、新庁舎等複合施設の整備費や、平成28年台風10号にかかる災害復旧事業が増
加したことによるものです。地方単独事業による大規模な建設事業や災害復旧事業を実施する場
合、多額の地方債を必要とするため、基礎的財政収支の赤字が一時的に増加しますが、事業の終
了とともに赤字は減少に転じる見込みです。

△ 3,102,731

増減

△ 6,251,259

H29

△ 3,148,528

H28


