
碧南市　連結

（単位：千円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 127,792,408 固定負債 19,189,655

有形固定資産 124,037,816 地方債 14,131,968
事業用資産 74,607,774 長期未払金 -

土地 40,481,068 退職手当引当金 4,982,376
立木竹 - 損失補償等引当金 -
建物 69,834,885 その他 75,311
建物減価償却累計額 △ 40,233,754 流動負債 4,779,241
工作物 14,831,243 1年内償還予定地方債 2,703,290
工作物減価償却累計額 △ 10,423,394 未払金 1,065,208
船舶 2,502 未払費用 -
船舶減価償却累計額 △ 2,502 前受金 11,421
浮標等 - 前受収益 540
浮標等減価償却累計額 - 賞与等引当金 489,061
航空機 - 預り金 310,246
航空機減価償却累計額 - その他 199,475
その他 7,961 23,968,896
その他減価償却累計額 △ 6,825 【純資産の部】
建設仮勘定 116,590 固定資産等形成分 132,605,069

インフラ資産 45,708,877 余剰分（不足分） △ 12,186,208
土地 24,547,430 他団体出資等分 77,826
建物 1,434,787
建物減価償却累計額 △ 614,553
工作物 38,009,251
工作物減価償却累計額 △ 17,691,949
その他 5,090
その他減価償却累計額 △ 4,835
建設仮勘定 23,656

物品 10,755,675
物品減価償却累計額 △ 7,034,510

無形固定資産 10,868
ソフトウェア 10,798
その他 70

投資その他の資産 3,743,724
投資及び出資金 158,779

有価証券 96,555
出資金 62,224
その他 -

投資損失引当金 -
長期延滞債権 182,063
長期貸付金 831,810
基金 2,643,033

減債基金 -
その他 2,643,033

その他 1,201
徴収不能引当金 △ 73,162

流動資産 16,673,175
現金預金 8,746,531
未収金 1,411,749
短期貸付金 -
基金 4,812,661

財政調整基金 4,805,940
減債基金 6,721

棚卸資産 1,690,778
その他 37,652
徴収不能引当金 △ 26,196 120,496,687

144,465,583 144,465,583

【様式第１号】

貸借対照表
（平成２９年３月３１日現在）

科目 金額 科目 金額

負債合計

純資産合計
資産合計 負債及び純資産合計



碧南市　連結 【様式第２号】

（単位：千円）

経常費用 45,484,443
業務費用 24,754,343

人件費 8,959,355
職員給与費 7,411,117
賞与等引当金繰入額 589,591
退職手当引当金繰入額 120,006
その他 838,641

物件費等 14,310,642
物件費 9,616,566
維持補修費 1,038,844
減価償却費 3,056,048
その他 599,184

その他の業務費用 1,484,346
支払利息 122,388
徴収不能引当金繰入額 22,140
その他 1,339,818

移転費用 20,730,100
補助金等 5,773,891
社会保障給付 13,483,704
他会計への繰出金 1,389,000
その他 83,504

経常収益 10,143,026
使用料及び手数料 7,824,668
その他 2,318,358

純経常行政コスト 35,341,417
臨時損失 150,862

災害復旧事業費 -
資産除売却損 149,454
投資損失引当金繰入額 -
損失補償等引当金繰入額 -
その他 1,408

臨時利益 7,503
資産売却益 1,999
その他 5,504

純行政コスト 35,484,776

行政コスト計算書
自　平成２８年４月１日　

至　平成２９年３月３１日

科目 金額



碧南市　連結

（単位：千円）

前年度末純資産残高 118,149,548 130,915,860 △ 12,846,712 80,401

純行政コスト（△） △ 35,484,776 △ 35,484,776 -

財源 36,131,077 36,131,077 -

税収等 30,821,956 30,821,956 -

国県等補助金 5,309,121 5,309,121 -

本年度差額 646,301 - 646,301 -

固定資産等の変動（内部変動） - △ 11,628 11,628

資産評価差額 4,642 4,642

無償所管換等 1,696,195 1,696,195

他団体出資等分の増加 - △ 98 98

他団体出資等分の減少 - 2,673 △ 2,673

その他 1 1 -

本年度純資産変動額 2,347,139 1,689,209 660,504 △ 2,575

本年度末純資産残高 120,496,687 132,605,069 △ 12,186,208 77,826

【様式第３号】

純資産変動計算書
自　平成２８年４月１日　

至　平成２９年３月３１日

科目 合計 固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）

他団体出資等分

-

-

-

-


