
【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 16,738,222　固定負債 2,785,131

　　有形固定資産 14,844,992　　地方債等 2,496,308

　　　事業用資産 8,314,086　　長期未払金 -

　　　　土地 2,583,724　　退職手当引当金 167,302

　　　　立木竹 -　　損失補償等引当金 -

　　　　建物 14,214,737　　その他 121,521

　　　　建物減価償却累計額 △8,573,759　流動負債 481,255

　　　　工作物 219,828　　1年内償還予定地方債等 390,957

　　　　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 42,987

　　　　航空機 -　　預り金 47,311

　　　　航空機減価償却累計額 -　　その他 -

　　　　その他 △3,620 負債合計 3,266,385

　　　　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 20,212,304

　　　インフラ資産 6,367,859　余剰分(不足分) △2,565,395

　　　　土地 8,964　他団体出資等分 -

　　　　建物 378,951

　　　　建物減価償却累計額 △105,157

　　　　工作物 14,763,687

　　　　工作物減価償却累計額 △8,723,896

　　　　その他 -

　　　　その他減価償却累計額 -

　　　　建設仮勘定 45,309

　　　物品 553,839

　　　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 1,893,230

　　　投資及び出資金 116,602

　　　　有価証券 -

　　　　出資金 116,402

　　　　その他 200

　　　長期延滞債権 187,870

　　　長期貸付金 -

　　　基金 1,606,221

　　　　減債基金 -

　　　　その他 1,606,221

　　　その他 -

　　　徴収不能引当金 △17,463

　流動資産 4,175,073

　　現金預金 492,301

　　未収金 66,783

　　短期貸付金 -

　　基金 3,559,740

　　　財政調整基金 3,481,730

　　　減債基金 78,010

　　棚卸資産 -

　　その他 61,720

　　徴収不能引当金 △5,471

　繰延資産 - 純資産合計 17,646,910

資産合計 20,913,295 負債及び純資産合計 20,913,295
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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 5,485,078

　　業務費用 3,201,179

　　　人件費 770,394

　　　　職員給与費 666,928

　　　　賞与等引当金繰入額 468

　　　　退職手当引当金繰入額 40,437

　　　　その他 62,562

　　　物件費等 2,319,321

　　　　物件費 1,472,105

　　　　維持補修費 67,209

　　　　減価償却費 775,353

　　　　その他 4,655

　　　その他の業務費用 111,464

　　　　支払利息 89,451

　　　　徴収不能引当金繰入額 -

　　　　その他 22,013

　　移転費用 2,283,899

　　　補助金等 1,968,813

　　　社会保障給付 240,167

　　　その他 74,919

　経常収益 539,076

　　使用料及び手数料 384,258

　　その他 154,818

純経常行政コスト △4,946,003

　臨時損失 -

　　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 -

　臨時利益 -

　　資産売却益 -

　　その他 -

純行政コスト △4,946,003
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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 17,641,791 20,689,886 △3,048,095 -

　純行政コスト(△) △4,946,003 △4,946,003 -

　財源 4,951,121 4,951,121 -

　　税収等 3,901,634 3,901,634 -

　　国県等補助金 1,049,487 1,049,487 -

　本年度差額 5,119 5,119 -

　固定資産等の変動（内部変動） △477,582 477,582

　　有形固定資産等の増加 297,772 △297,772

　　有形固定資産等の減少 △775,353 775,353

　　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 - -

　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 5,119 △477,582 482,700 -

本年度末純資産残高 17,646,910 20,212,304 △2,565,395 -
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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 4,668,821

　　業務費用支出 2,384,922

　　　人件費支出 729,490

　　　物件費等支出 1,547,433

　　　支払利息支出 89,451

　　　その他の支出 18,548

　　移転費用支出 2,283,899

　　　補助金等支出 1,968,813

　　　社会保障給付支出 240,167

　　　その他の支出 74,919

　業務収入 4,949,871

　　税収等収入 3,901,634

　　国県等補助金収入 509,161

　　使用料及び手数料収入 384,258

　　その他の収入 154,818

　臨時支出 -

　　災害復旧事業費支出 -

　　その他の支出 -

　臨時収入 540,326

業務活動収支 821,376

【投資活動収支】

　投資活動支出 972,839

　　公共施設等整備費支出 910,385

　　基金積立金支出 62,254

　　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 △445,118

【財務活動収支】

　財務活動支出 438,611

　　地方債等償還支出 401,023

　　その他の支出 37,588

　財務活動収入 -

　　地方債等発行収入 -

　　その他の収入 -

財務活動収支 △438,611

本年度資金収支額 △62,353

前年度末資金残高 507,343

本年度末資金残高 444,990

前年度末歳計外現金残高 277

本年度歳計外現金増減額 47,034

本年度末歳計外現金残高 47,311

本年度末現金預金残高 492,301
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