
【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 10,946,918　固定負債 635,317

　　有形固定資産 9,138,696　　地方債 370,731

　　　事業用資産 7,169,786　　長期未払金 -

　　　　土地 2,542,466　　退職手当引当金 159,188

　　　　立木竹 -　　損失補償等引当金 -

　　　　建物 11,938,493　　その他 105,398

　　　　建物減価償却累計額 △7,400,557　流動負債 206,869

　　　　工作物 219,828　　1年内償還予定地方債 119,172

　　　　工作物減価償却累計額 △126,823　　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 40,390

　　　　航空機 -　　預り金 47,308

　　　　航空機減価償却累計額 -　　その他 -

　　　　その他 △3,620 負債合計 842,186

　　　　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 14,613,155

　　　インフラ資産 1,813,568　余剰分(不足分) △434,113

　　　　土地 8,964

　　　　建物 -

　　　　建物減価償却累計額 -

　　　　工作物 3,263,061

　　　　工作物減価償却累計額 △1,480,704

　　　　その他 -

　　　　その他減価償却累計額 -

　　　　建設仮勘定 22,248

　　　物品 546,134

　　　物品減価償却累計額 △390,792

　　無形固定資産 0

　　　ソフトウェア 0

　　　その他 -

　　投資その他の資産 1,808,222

　　　投資及び出資金 116,602

　　　　有価証券 -

　　　　出資金 116,402

　　　　その他 200

　　　投資損失引当金 -

　　　長期延滞債権 118,383

　　　長期貸付金 -

　　　基金 1,587,776

　　　　減債基金 -

　　　　その他 1,587,776

　　　その他 -

　　　徴収不能引当金 △14,539

　流動資産 4,074,311

　　現金預金 446,846

　　未収金 43,924

　　短期貸付金 -

　　基金 3,527,259

　　　財政調整基金 3,449,249

　　　減債基金 78,010

　　棚卸資産 -

　　その他 61,707

　　徴収不能引当金 △5,426 純資産合計 14,179,043

資産合計 15,021,229 負債及び純資産合計 15,021,229
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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 4,122,782

　　業務費用 2,639,201

　　　人件費 731,607

　　　　職員給与費 630,050

　　　　賞与等引当金繰入額 579

　　　　退職手当引当金繰入額 38,476

　　　　その他 62,502

　　　物件費等 1,889,768

　　　　物件費 1,364,235

　　　　維持補修費 55,526

　　　　減価償却費 465,473

　　　　その他 4,534

　　　その他の業務費用 17,826

　　　　支払利息 9,733

　　　　徴収不能引当金繰入額 -

　　　　その他 8,093

　　移転費用 1,483,581

　　　補助金等 366,104

　　　社会保障給付 240,167

　　　他会計への繰出金 819,009

　　　その他 58,301

　経常収益 221,929

　　使用料及び手数料 81,935

　　その他 139,994

純経常行政コスト △3,900,853

　臨時損失 -

　　災害復旧事業費 -

　　資産除売却損 -

　　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 △3,900,853
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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 14,327,213 14,781,664 △454,451

　純行政コスト(△) △3,900,853 △3,900,853

　財源 3,752,683 3,752,683

　　税収等 3,098,507 3,098,507

　　国県等補助金 654,175 654,175

　本年度差額 △148,170 △148,170

　固定資産等の変動（内部変動） △168,509 168,509

　　有形固定資産等の増加 296,964 △296,964

　　有形固定資産等の減少 △465,473 465,473

　　貸付金・基金等の増加 - -

　　貸付金・基金等の減少 - -

　資産評価差額 - -

　無償所管換等 - -

　その他 - - -

　本年度純資産変動額 △148,170 △168,509 20,339

本年度末純資産残高 14,179,043 14,613,155 △434,113
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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 3,618,255

　　業務費用支出 2,134,673

　　　人件費支出 692,552

　　　物件費等支出 1,427,761

　　　支払利息支出 9,733

　　　その他の支出 4,628

　　移転費用支出 1,483,581

　　　補助金等支出 366,104

　　　社会保障給付支出 240,167

　　　他会計への繰出支出 819,009

　　　その他の支出 58,301

　業務収入 3,534,706

　　税収等収入 3,098,507

　　国県等補助金収入 214,269

　　使用料及び手数料収入 81,935

　　その他の収入 139,994

　臨時支出 -

　　災害復旧事業費支出 -

　　その他の支出 -

　臨時収入 439,907

業務活動収支 356,358

【投資活動収支】

　投資活動支出 747,383

　　公共施設等整備費支出 684,941

　　基金積立金支出 62,241

　　投資及び出資金支出 200

　　貸付金支出 -

　　その他の支出 -

　投資活動収入 527,720

　　国県等補助金収入 -

　　基金取崩収入 524,100

　　貸付金元金回収収入 -

　　資産売却収入 3,620

　　その他の収入 -

投資活動収支 △219,662

【財務活動収支】

　財務活動支出 156,237

　　地方債償還支出 123,307

　　その他の支出 32,929

　財務活動収入 -

　　地方債発行収入 -

　　その他の収入 -

財務活動収支 △156,237

本年度資金収支額 △19,541

前年度末資金残高 419,080

本年度末資金残高 399,539

前年度末歳計外現金残高 118

本年度歳計外現金増減額 47,190

本年度末歳計外現金残高 47,308

本年度末現金預金残高 446,846
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