
【様式第1号】
平成28年度

一般会計等貸借対照表
(平成29年03月31日現在)

(単位:千円) P.　　
科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】
　固定資産 39,788,472 　固定負債 7,879,841
　　有形固定資産 37,469,169 　　地方債 5,776,040
　　　事業用資産 31,501,249 　　長期未払金 -
　　　　土地 23,685,175 　　退職手当引当金 1,448,028
　　　　立木竹 17,528 　　損失補償等引当金 655,773
　　　　建物 15,536,697 　　その他 -
　　　　建物減価償却累計額 △8,349,511 　流動負債 755,057
　　　　工作物 2,531,990 　　1年内償還予定地方債 632,672
　　　　工作物減価償却累計額 △1,920,629 　　未払金 -
　　　　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 61,787
　　　　航空機 - 　　預り金 60,597
　　　　航空機減価償却累計額 - 　　その他 -
　　　　その他 - 負債合計 8,634,897
　　　　その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
　　　　建設仮勘定 - 　固定資産等形成分 42,890,507
　　　インフラ資産 5,933,264 　余剰分(不足分) △8,460,340
　　　　土地 3,542,564
　　　　建物 88,182
　　　　建物減価償却累計額 -
　　　　工作物 13,011,959
　　　　工作物減価償却累計額 △10,710,476
　　　　その他 -
　　　　その他減価償却累計額 -
　　　　建設仮勘定 1,035
　　　物品 304,137
　　　物品減価償却累計額 △269,481
　　無形固定資産 2,969
　　　ソフトウェア 2,608
　　　その他 361
　　投資その他の資産 2,316,335
　　　投資及び出資金 185,254
　　　　有価証券 -
　　　　出資金 185,254
　　　　その他 -
　　　投資損失引当金 -
　　　長期延滞債権 233,907
　　　長期貸付金 1,311
　　　基金 1,903,721
　　　　減債基金 -
　　　　その他 1,903,721
　　　その他 -
　　　徴収不能引当金 △7,860
　流動資産 3,276,592
　　現金預金 158,000
　　未収金 17,017
　　短期貸付金 80
　　基金 3,101,955
　　　財政調整基金 2,383,991
　　　減債基金 717,964
　　棚卸資産 -
　　その他 -
　　徴収不能引当金 △460 純資産合計 34,430,167

資産合計 43,065,064 負債及び純資産合計 43,065,064
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【様式第2号】
平成28年度

一般会計等行政コスト計算書
自 平成28年04月01日
至 平成29年03月31日

(単位:千円) P.　　
科目 金額

　経常費用 5,256,830
　　業務費用 2,927,537
　　　人件費 1,074,737
　　　　職員給与費 917,013
　　　　賞与等引当金繰入額 61,787
　　　　退職手当引当金繰入額 -
　　　　その他 95,937
　　　物件費等 1,754,695
　　　　物件費 1,103,674
　　　　維持補修費 145,992
　　　　減価償却費 505,029
　　　　その他 -
　　　その他の業務費用 98,104
　　　　支払利息 63,072
　　　　徴収不能引当金繰入額 8,320
　　　　その他 26,712
　　移転費用 2,329,293
　　　補助金等 1,053,167
　　　社会保障給付 645,542
　　　他会計への繰出金 590,692
　　　その他 39,893
　経常収益 607,896
　　使用料及び手数料 93,932
　　その他 513,965
純経常行政コスト △4,648,934
　臨時損失 1,410
　　災害復旧事業費 -
　　資産除売却損 1,410
　　投資損失引当金繰入額 -
　　損失補償等引当金繰入額 -
　　その他 -
　臨時利益 -
　　資産売却益 -
　　その他 -
純行政コスト △4,650,344
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【様式第3号】
平成28年度

一般会計等純資産変動計算書
自 平成28年04月01日
至 平成29年03月31日

(単位:千円) P.　　

科目 合計 固定資産 余剰分
前年度末純資産残高 39,868,471 49,016,443 △9,147,973
　純行政コスト(△) △4,650,344 △4,650,344
　財源 4,941,741 4,941,741
　　税収等 4,101,076 4,101,076
　　国県等補助金 840,665 840,665
　本年度差額 291,397 291,397
　固定資産等の変動（内部変動） △396,235 396,235
　　有形固定資産等の増加 193,725 △193,725
　　有形固定資産等の減少 △511,275 511,275
　　貸付金・基金等の増加 744,697 △744,697
　　貸付金・基金等の減少 △823,382 823,382
　資産評価差額 - -
　無償所管換等 △5,729,701 △5,729,701
　その他 - - -
　本年度純資産変動額 △5,438,304 △6,125,937 687,633
本年度末純資産残高 34,430,167 42,890,507 △8,460,340
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【様式第4号】
平成28年度

一般会計等資金収支計算書
自 平成28年04月01日
至 平成29年03月31日

(単位:千円) P.　　
科目 金額

【業務活動収支】
　業務支出 4,727,176
　　業務費用支出 2,397,883
　　　人件費支出 1,069,477
　　　物件費等支出 1,249,667
　　　支払利息支出 63,072
　　　その他の支出 15,666
　　移転費用支出 2,329,293
　　　補助金等支出 1,053,167
　　　社会保障給付支出 645,542
　　　他会計への繰出支出 590,692
　　　その他の支出 39,893
　業務収入 5,128,571
　　税収等収入 4,106,857
　　国県等補助金収入 749,332
　　使用料及び手数料収入 94,535
　　その他の収入 177,848
　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 401,396
【投資活動収支】
　投資活動支出 1,058,813
　　公共施設等整備費支出 337,592
　　基金積立金支出 365,942
　　投資及び出資金支出 -
　　貸付金支出 355,279
　　その他の支出 -
　投資活動収入 1,016,741
　　国県等補助金収入 91,333
　　基金取崩収入 418,655
　　貸付金元金回収収入 358,050
　　資産売却収入 148,703
　　その他の収入 -
投資活動収支 △42,072
【財務活動収支】
　財務活動支出 632,205
　　地方債償還支出 632,205
　　その他の支出 -
　財務活動収入 292,856
　　地方債発行収入 292,856
　　その他の収入 -
財務活動収支 △339,349
本年度資金収支額 19,974
前年度末資金残高 77,428
本年度末資金残高 97,403

前年度末歳計外現金残高 59,981
本年度歳計外現金増減額 616
本年度末歳計外現金残高 60,597
本年度末現金預金残高 158,000
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