
平成 ２２年度　江田島市財務４表の概要

貸借対照表　【ＢS】 (バランスシート）

●市の資産や負債の状況を示しています。行政サービスを提供するための資産をどれくらい持っているか，また，その資産の整
備が負債     （将来世代による負担）によるものか，純資産（現世代及び過去の世代の負担）によるものかを表すものです。

貸借対照表   （平成２３年３月３１日現在） （単位：千円）

資産の部 負債の部

科目 普通会計 単体 連結 科目 普通会計 単体 連結

金
融
資
産

(1)　資金
　 (現金・預金など)

671,544 1,543,395 1,680,102 流
動
負
債

(1)　公債(短期)
  (翌年度償還予定地方債)

2,003,417 2,527,113 2,527,113

(2)　債権
　 (貸付金など)

1,300,554 1,804,453 1,811,460
(2)　その他
　 (賞与引当金など)

354,150 431,838 459,276

(3)　投資等
　 (基金など)

8,170,619 8,750,206 8,872,447 非
流
動
負
債

(1)　公債   　(翌々年度
以降償還予定地方債)

19,430,417 28,862,186 28,862,186

非
金
融
資
産

(1)　事業用資産
　 (庁舎・学校など)

34,957,617 37,080,859 37,300,376
(2)　引当金
　 (退職給付引当金など)

4,157,195 4,245,284 4,245,284

(2)　インフラ資産
　 (道路・公園など)

39,158,167 66,909,914 66,909,914 (3)　その他 829,451 879,878 991,573

(3)　その他の資産
　 (繰延資産)

0 0 0 負債合計 26,774,630 36,946,299 37,085,432

純資産の部

資産合計 84,258,501 116,088,827 116,574,299 純資産合計 57,483,871 79,142,528 79,488,867

負債及び純資産合計

資金収支計算書　【ＣＦ】  純資産変動計算書　【ＮＷＭ】

●１年間の現金の流れを性質別に表すものです。 ●貸借対照表における純資産が，１年間にどのように増減したかを表すも
のです。当期変動額がプラスであれば将来世代の負担が軽減，マイナスで
あれば負担が増加したことを表します。資金収支計算書   (平成22年4月1日～平成23年3月31日) (単位：千円)

普通会計 単体 連結 純資産変動計算書   (平成22年4月1日～平成23年3月31日)

84,258,501 116,088,827 116,574,299

(単位：千円)

期首資金残高　　A 805,654 1,628,002 1,893,797 科目 普通会計 単体 連結

科目

(1)　経常的収支　ａ
　(行政サービスに伴い,毎年度継
続的に収入,支出されるもの)

2,567,775 3,655,631 3,559,735
期首純資産残高　　A 53,451,128 75,042,575 75,509,831

(2)-(1)　財源変動の部　ａ 421,626 843,146 734,636

(2)　資本的収支  ｂ
　(学校,道路等の資産形成や投
資,貸付金などの収入,支出など)

1,865,868 2,333,125 2,365,488
(1)　財源の使途
　(市税や国・県支出金など)

15,480,535 22,894,569 27,515,908

①　純経常行政コスト
　(行政サービスに係る費用)

11,861,375 17,928,470 22,464,850(3)　財務的収支　C
　(地方債,借入金などの収入,
支出など)

836,017 1,407,113 1,407,942
(2)　財源の調達
　(市税や国・県支出金など)

15,902,161 23,737,715 28,250,544

 ａ+ｂ+ｃ  当期資金収支額  B 134,110 84,607 213,695
資産形成充当財源変動の部   ｂ 2,144,740 2,900,761 2,883,837

 A　+　B　期末資金残高 671,544 1,543,395 1,680,102
その他純資産変動の部   C
(資産形成財源以外の変動など)

1,466,377 356,046 360,563
(参考)基礎的財政収支
　     プライマリーバランス
（経常的収支 ＋ 資本的収支）
        ａ　　　　　　    　ｂ

701,907 1,322,506 1,194,247  ａ + ｂ + ｃ  当期変動額　B 4,032,743 4,099,953 3,979,036

 A　+　B　期末純資産残高 57,483,871 79,142,528 79,488,867

行政コスト計算書　【ＰＬ】

●１年間に提供した行政サービスに係る経費と，その行政サービスの対価
として得られた，負担金や使用料などの収入の関係を表すものです。

対 象 と な る 会 計 の 範 囲

区分 対象となる会計 行政コスト計算書   (平成22年4月1日～平成23年3月31日) (単位：千円)

連
結

単
体

普通会計
一般会計， 住宅新築資金等貸付事業特別会計，
港湾管理特別会計， 漁港管理特別会計

科目 普通会計

事業会計

国民健康保険特別会計， 老人保健特別会計，
後期高齢者医療特別会計， 介護保険（保険事業
勘定）特別会計， 介護保険（介護サービス事業勘
定）特別会計，公共下水道事業特別会計， 農業
集落排水事業特別会計， 地域開発事業特別会
計， 宿泊施設事業特別会計

(1)　人にかかるコスト
　  (職員給与・議員報酬など)

2,906,596

単体 連結

経常費用　　A 12,428,439 19,924,965 24,611,034

3,478,602 3,630,953

(2)　物件費
  　(物品購入など)

2,857,088 3,597,293 3,678,123

(3)　経費等
　  (業務委託料など)

1,134,253 1,431,421 1,418,582

(4)　補助金等移転支出
　  (負担金・補助金など)

1,773,739 8,923,099 13,291,961

企業会計
公共下水道事業（能美地区）会計， 交通船事業会
計， 水道事業会計 (5)　社会保障給付費

  　(児童手当・生活保護費など)
1,512,772 1,513,081 1,513,081

地方公社・第三
セクター

江田島市土地開発公社， 江田島バス(株)，
沖野島マリーナ(株) (6)　その他の移転支出

　  (繰出金・公課費)
1,703,552

1,996,495 2,146,184

25,079 25,079
一部事務組合・
広域連合

広島県市町総合事務組合， 広島県後期高齢者医
療広域連合 (7)　その他の経費

　  (市債の償還利子など)
540,439 956,390 1,053,255

　A　-　B　純経常行政コスト 11,861,375 17,928,470 22,464,850

経常収益　　B 567,064 1,996,495 2,146,184

(1)　使用料・手数料・諸収
入の一部など

567,064


