
【様式第1号】

平成28年度

連結貸借対照表
(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 17,017,833　固定負債 3,530,230

　　有形固定資産 14,999,722　　地方債等 2,518,561

　　　事業用資産 8,449,092　　長期未払金 23,850

　　　　土地 2,601,345　　退職手当引当金 865,983

　　　　立木竹 -　　損失補償等引当金 -

　　　　建物 14,418,072　　その他 121,837

　　　　建物減価償却累計額 △8,665,143　流動負債 536,844

　　　　工作物 231,819　　1年内償還予定地方債等 395,319

　　　　工作物減価償却累計額 △133,984　　未払金 20,498

　　　　船舶 -　　未払費用 -

　　　　船舶減価償却累計額 -　　前受金 1,065

　　　　浮標等 -　　前受収益 -

　　　　浮標等減価償却累計額 -　　賞与等引当金 48,156

　　　　航空機 -　　預り金 55,224

　　　　航空機減価償却累計額 -　　その他 16,582

　　　　その他 △3,620 負債合計 4,067,074

　　　　その他減価償却累計額 -【純資産の部】

　　　　建設仮勘定 604　固定資産等形成分 21,129,813

　　　インフラ資産 6,368,004　余剰分(不足分) △3,272,353

　　　　土地 8,964　他団体出資等分 50,000

　　　　建物 378,951

　　　　建物減価償却累計額 △105,157

　　　　工作物 14,763,931

　　　　工作物減価償却累計額 △8,723,994

　　　　その他 -

　　　　その他減価償却累計額 -

　　　　建設仮勘定 45,309

　　　物品 701,717

　　　物品減価償却累計額 △519,092

　　無形固定資産 402

　　　ソフトウェア 0

　　　その他 402

　　投資その他の資産 2,017,710

　　　投資及び出資金 116,622

　　　　有価証券 -

　　　　出資金 116,422

　　　　その他 200

　　　長期延滞債権 187,870

　　　長期貸付金 -

　　　基金 1,707,239

　　　　減債基金 -

　　　　その他 1,707,239

　　　その他 23,442

　　　徴収不能引当金 △17,463

　流動資産 4,956,701

　　現金預金 615,886

　　未収金 70,322

　　短期貸付金 -

　　基金 4,197,650

　　　財政調整基金 4,119,640

　　　減債基金 78,010

　　棚卸資産 12,085

　　その他 66,250

　　徴収不能引当金 △5,491

　繰延資産 - 純資産合計 17,907,461

資産合計 21,974,535 負債及び純資産合計 21,974,535
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【様式第2号】

平成28年度

連結行政コスト計算書
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 7,015,986

　　業務費用 3,985,765

　　　人件費 1,133,444

　　　　職員給与費 979,287

　　　　賞与等引当金繰入額 5,495

　　　　退職手当引当金繰入額 47,130

　　　　その他 101,531

　　　物件費等 2,728,608

　　　　物件費 1,633,731

　　　　維持補修費 91,606

　　　　減価償却費 787,763

　　　　その他 215,507

　　　その他の業務費用 123,713

　　　　支払利息 89,580

　　　　徴収不能引当金繰入額 20

　　　　その他 34,114

　　移転費用 3,030,221

　　　補助金等 1,975,710

　　　社会保障給付 892,625

　　　その他 162,326

　経常収益 1,592,273

　　使用料及び手数料 683,603

　　その他 908,670

純経常行政コスト △5,423,714

　臨時損失 15

　　災害復旧事業費 -

　　資産除売却損 -

　　損失補償等引当金繰入額 -

　　その他 15

　臨時利益 51

　　資産売却益 0

　　その他 51

純行政コスト △5,423,677
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【様式第3号】

平成28年度

連結純資産変動計算書
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 17,893,121 21,614,613 △3,771,492 50,000

　純行政コスト(△) △5,432,406 △5,432,406 -

　財源 5,438,006 5,438,006 -

　　税収等 4,093,045 4,093,045 -

　　国県等補助金 1,344,962 1,344,962 -

　本年度差額 5,600 5,600 -

　固定資産等の変動（内部変動） △484,354 484,354

　　有形固定資産等の増加 302,366 △302,366

　　有形固定資産等の減少 △787,041 787,041

　　貸付金・基金等の増加 45,617 △45,617

　　貸付金・基金等の減少 △45,296 45,296

　資産評価差額 - -

　無償所管換等 11 11

　他団体出資等分の増加 - -

　他団体出資等分の減少 - -

　その他 8,729 △457 9,186

　本年度純資産変動額 14,340 △484,800 499,140 -

本年度末純資産残高 17,907,461 21,129,813 △3,272,353 50,000
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【様式第4号】

平成28年度

連結資金収支計算書
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 5,990,525

　　業務費用支出 2,959,863

　　　人件費支出 1,090,727

　　　物件費等支出 1,748,968

　　　支払利息支出 89,580

　　　その他の支出 30,589

　　移転費用支出 3,030,661

　　　補助金等支出 1,975,710

　　　社会保障給付支出 892,625

　　　その他の支出 162,326

　業務収入 6,274,653

　　税収等収入 4,093,045

　　国県等補助金収入 803,842

　　使用料及び手数料収入 683,603

　　その他の収入 694,163

　臨時支出 -

　　災害復旧事業費支出 -

　　その他の支出 -

　臨時収入 540,377

業務活動収支 824,505

【投資活動収支】

　投資活動支出 1,023,054

　　公共施設等整備費支出 914,982

　　基金積立金支出 107,872

　　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 573,813

　　国県等補助金収入 793

　　基金取崩収入 569,396

　　貸付金元金回収収入 -

　　資産売却収入 3,621

　　その他の収入 3

投資活動収支 △449,240

【財務活動収支】

　財務活動支出 443,117

　　地方債等償還支出 405,368

　　その他の支出 37,749

　財務活動収入 71

　　地方債等発行収入 71

　　その他の収入 -

財務活動収支 △443,047

本年度資金収支額 △67,782

前年度末資金残高 636,337

本年度末資金残高 568,555

前年度末歳計外現金残高 340

本年度歳計外現金増減額 46,991

本年度末歳計外現金残高 47,330

本年度末現金預金残高 615,886
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