
【様式第1号】
平成28年度

全体貸借対照表
(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 46,263,001 　固定負債 12,892,645
　　有形固定資産 43,566,884 　　地方債等 10,788,844
　　　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 1,032,648
　　　　工作物 2,531,990 　　1年内償還予定地方債等 908,611
　　　　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 63,440
　　　　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 13,925,293
　　　　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 49,365,035
　　　インフラ資産 12,030,979 　余剰分(不足分) △13,668,315
　　　　土地 3,542,564 　他団体出資等分 -
　　　　建物 88,182
　　　　建物減価償却累計額 -
　　　　工作物 20,990,635
　　　　工作物減価償却累計額 △12,633,087
　　　　その他 -
　　　　その他減価償却累計額 -
　　　　建設仮勘定 42,685
　　　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 2,693,148
　　　投資及び出資金 185,254
　　　　有価証券 -
　　　　出資金 185,254
　　　　その他 -
　　　長期延滞債権 319,683
　　　長期貸付金 1,311
　　　基金 2,197,271
　　　　減債基金 -
　　　　その他 2,197,271
　　　その他 -
　　　徴収不能引当金 △10,371
　流動資産 3,359,013
　　現金預金 225,683
　　未収金 31,776
　　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 △481
　繰延資産 - 純資産合計 35,696,720

資産合計 49,622,013 負債及び純資産合計 49,622,013
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【様式第2号】
平成28年度

全体行政コスト計算書
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 8,405,137
　　業務費用 3,309,870
　　　人件費 1,100,836
　　　　職員給与費 941,203
　　　　賞与等引当金繰入額 63,440
　　　　退職手当引当金繰入額 -
　　　　その他 96,193
　　　物件費等 2,007,438
　　　　物件費 1,196,506
　　　　維持補修費 150,409
　　　　減価償却費 660,524
　　　　その他 -
　　　その他の業務費用 201,595
　　　　支払利息 152,398
　　　　徴収不能引当金繰入額 10,834
　　　　その他 38,364
　　移転費用 5,095,268
　　　補助金等 4,349,213
　　　社会保障給付 645,542
　　　その他 100,512
　経常収益 767,323
　　使用料及び手数料 239,674
　　その他 527,649
純経常行政コスト △7,637,814
　臨時損失 1,410
　　災害復旧事業費 -
　　資産除売却損 1,410
　　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 △7,639,224
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【様式第3号】
平成28年度

全体純資産変動計算書
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 他団体出資等分
前年度末純資産残高 35,126,319 49,543,729 △14,417,410 -
　純行政コスト(△) △7,639,224 △7,639,224 -
　財源 8,193,402 8,193,402 -
　　税収等 6,256,141 6,256,141 -
　　国県等補助金 1,937,261 1,937,261 -
　本年度差額 554,178 554,178 -
　固定資産等の変動（内部変動） △194,917 194,917
　　有形固定資産等の増加 544,323 △544,323
　　有形固定資産等の減少 △666,770 666,770
　　貸付金・基金等の増加 804,711 △804,711
　　貸付金・基金等の減少 △877,181 877,181
　資産評価差額 - -
　無償所管換等 16,223 16,223
　他団体出資等分の増加 - -
　他団体出資等分の減少 - -
　その他 - - -
　本年度純資産変動額 570,401 △178,694 749,095 -
本年度末純資産残高 35,696,720 49,365,035 △13,668,315 -
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【様式第4号】
平成28年度

全体資金収支計算書
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 7,712,010
　　業務費用支出 2,616,742
　　　人件費支出 1,095,410
　　　物件費等支出 1,346,914
　　　支払利息支出 152,398
　　　その他の支出 22,020
　　移転費用支出 5,095,268
　　　補助金等支出 4,349,213
　　　社会保障給付支出 645,542
　　　その他の支出 100,512
　業務収入 8,543,144
　　税収等収入 6,266,745
　　国県等補助金収入 1,845,928
　　使用料及び手数料収入 238,940
　　その他の収入 191,531
　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 831,134
【投資活動収支】
　投資活動支出 1,453,662
　　公共施設等整備費支出 688,190
　　基金積立金支出 410,193
　　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 1,042,483
　　国県等補助金収入 91,333
　　基金取崩収入 444,397
　　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 △411,179
【財務活動収支】
　財務活動支出 890,584
　　地方債等償還支出 890,584
　　その他の支出 -
　財務活動収入 539,356
　　地方債等発行収入 539,356
　　その他の収入 -
財務活動収支 △351,228
本年度資金収支額 68,727
前年度末資金残高 96,358
本年度末資金残高 165,086

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 225,683
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