
碧南市　全体

（単位：千円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 120,437,514 固定負債 15,909,308

有形固定資産 117,161,190 地方債 11,612,843
事業用資産 68,129,971 長期未払金 -                       

土地 39,221,400 退職手当引当金 4,227,717
立木竹 - 損失補償等引当金 -
建物 65,628,517 その他 68,748
建物減価償却累計額 △ 37,846,957 流動負債 4,143,667
工作物 5,745,183 1年内償還予定地方債 2,156,484
工作物減価償却累計額 △ 4,711,563 未払金 1,038,576
船舶 - 未払費用 -                       
船舶減価償却累計額 - 前受金 11,421
浮標等 - 前受収益 -                       
浮標等減価償却累計額 - 賞与等引当金 433,801
航空機 - 預り金 305,722
航空機減価償却累計額 - その他 197,663
その他 7,237 20,052,975
その他減価償却累計額 △ 6,553 【純資産の部】
建設仮勘定 92,707 固定資産等形成分 125,250,175

インフラ資産 45,708,877 余剰分（不足分） △ 9,834,373
土地 24,547,430
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 9,862,004
物品減価償却累計額 △ 6,539,662

無形固定資産 55
ソフトウェア -                       
その他 55

投資その他の資産 3,276,269
投資及び出資金 533,929

有価証券 106,555
出資金 427,374
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 1,810,428

減債基金 -
その他 1,810,428

その他 1,201
徴収不能引当金 △ 83,162

流動資産 15,031,263
現金預金 8,513,935
未収金 1,410,033
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 283,373
その他 37,457
徴収不能引当金 △ 26,196 115,415,802

135,468,777 135,468,777

負債合計

純資産合計
資産合計 負債及び純資産合計

【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



碧南市　全体 【様式第２号】

（単位：千円）

経常費用 44,595,426
業務費用 22,107,414

人件費 7,811,864
職員給与費 6,339,585
賞与等引当金繰入額 534,331
退職手当引当金繰入額 108,844
その他 829,104

物件費等 12,819,516
物件費 8,998,808
維持補修費 1,014,334
減価償却費 2,803,970
その他 2,404

その他の業務費用 1,476,034
支払利息 116,730
徴収不能引当金繰入額 22,140
その他 1,337,164

移転費用 22,488,012
補助金等 7,556,977
社会保障給付 13,483,704
他会計への繰出金 1,389,000
その他 58,330

経常収益 9,279,228
使用料及び手数料 7,994,310
その他 1,284,918

純経常行政コスト 35,316,198
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 7,500
資産売却益 1,996
その他 5,504

純行政コスト 35,459,560

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　全体

（単位：千円）

前年度末純資産残高 113,386,086 124,950,840 △ 11,564,754

純行政コスト（△） △ 35,459,560 △ 35,459,560

財源 35,790,465 35,790,465

税収等 30,835,355 30,835,355

国県等補助金 4,955,110 4,955,110

本年度差額 330,905 330,905

固定資産等の変動（内部変動） △ 1,399,476 1,399,476

有形固定資産等の増加 3,520,623 △ 3,520,623

有形固定資産等の減少 △ 3,832,602 3,832,602

貸付金・基金等の増加 895,747 △ 895,747

貸付金・基金等の減少 △ 1,983,244 1,983,244

資産評価差額 4,642 4,642

無償所管換等 1,694,168 1,694,168

その他 1 1 -

本年度純資産変動額 2,029,716 299,335 1,730,381

本年度末純資産残高 115,415,802 125,250,175 △ 9,834,373

【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）



碧南市　全体 【様式第４号】

（単位：千円）

【業務活動収支】
業務支出 41,922,877

業務費用支出 19,434,865
人件費支出 8,013,365
物件費等支出 10,014,060
支払利息支出 116,730
その他の支出 1,290,710

移転費用支出 22,488,012
補助金等支出 7,556,977
社会保障給付支出 13,483,704
他会計への繰出支出 1,389,000
その他の支出 58,330

業務収入 44,517,501
税収等収入 28,229,434
国県等補助金収入 7,104,760
使用料及び手数料収入 7,994,541
その他の収入 1,188,766

臨時支出 -
災害復旧事業費支出 -
その他の支出 -

臨時収入 -
業務活動収支 2,594,624
【投資活動収支】

投資活動支出 3,358,468
公共施設等整備費支出 2,852,035
基金積立金支出 238,433
投資及び出資金支出 394,685
貸付金支出 268,000
その他の支出 △ 394,685

投資活動収入 2,261,162
国県等補助金収入 591,913
基金取崩収入 526,137
貸付金元金回収収入 881,995
資産売却収入 67,506
その他の収入 193,611

投資活動収支 △ 1,097,306
【財務活動収支】

財務活動支出 1,857,752
地方債償還支出 1,829,167
その他の支出 28,585

財務活動収入 1,791,924
地方債発行収入 1,737,100
その他の収入 54,824

財務活動収支 △ 65,828
1,431,490
6,778,187
8,209,677

前年度末歳計外現金残高 283,308
本年度歳計外現金増減額 20,950
本年度末歳計外現金残高 304,258
本年度末現金預金残高 8,513,935

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２８年４月１日　
至　平成２９年３月３１日

科目 金額

本年度資金収支額


