
【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 66,405,744 　固定負債 23,897,135
　　有形固定資産 45,325,850 　　地方債等 19,657,752
　　　事業用資産 33,071,069 　　長期未払金 -
　　　　土地 14,242,145 　　退職手当引当金 2,976,913
　　　　立木竹 78,147 　　損失補償等引当金 -
　　　　建物 41,523,320 　　その他 1,262,470
　　　　建物減価償却累計額 △23,539,614 　流動負債 3,095,482
　　　　工作物 1,481,339 　　1年内償還予定地方債等 1,784,837
　　　　工作物減価償却累計額 △761,879 　　未払金 85,913
　　　　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 160,475
　　　　航空機 - 　　預り金 -
　　　　航空機減価償却累計額 - 　　その他 1,064,256
　　　　その他 157,280 負債合計 26,992,618
　　　　その他減価償却累計額 △109,670 【純資産の部】
　　　　建設仮勘定 - 　固定資産等形成分 67,563,671
　　　インフラ資産 11,741,026 　余剰分(不足分) △26,241,340
　　　　土地 76,958 　他団体出資等分 -
　　　　建物 350,374
　　　　建物減価償却累計額 △153,920
　　　　工作物 25,348,477
　　　　工作物減価償却累計額 △13,939,549
　　　　その他 -
　　　　その他減価償却累計額 -
　　　　建設仮勘定 58,685
　　　物品 1,531,596
　　　物品減価償却累計額 △1,017,841
　　無形固定資産 -
　　　ソフトウェア -
　　　その他 -
　　投資その他の資産 21,079,894
　　　投資及び出資金 1,571,096
　　　　有価証券 4,390
　　　　出資金 1,566,706
　　　　その他 -
　　　長期延滞債権 2,490,451
　　　長期貸付金 57,706
　　　基金 16,991,704
　　　　減債基金 4,925,493
　　　　その他 12,066,211
　　　その他 -
　　　徴収不能引当金 △31,062
　流動資産 1,909,204
　　現金預金 474,067
　　未収金 203,554
　　短期貸付金 25,550
　　基金 1,132,377
　　　財政調整基金 1,132,377
　　　減債基金 -
　　棚卸資産 81,542
　　その他 -
　　徴収不能引当金 △7,885
　繰延資産 - 純資産合計 41,322,331

資産合計 68,314,948 負債及び純資産合計 68,314,948
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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 16,763,665
　　業務費用 8,602,221
　　　人件費 2,382,547
　　　　職員給与費 1,913,197
　　　　賞与等引当金繰入額 3,116
　　　　退職手当引当金繰入額 64,207
　　　　その他 402,026
　　　物件費等 5,386,754
　　　　物件費 3,453,063
　　　　維持補修費 511,868
　　　　減価償却費 1,418,664
　　　　その他 3,159
　　　その他の業務費用 832,920
　　　　支払利息 259,922
　　　　徴収不能引当金繰入額 21,593
　　　　その他 551,406
　　移転費用 8,161,444
　　　補助金等 5,580,114
　　　社会保障給付 1,605,378
　　　その他 975,953
　経常収益 1,857,411
　　使用料及び手数料 1,000,953
　　その他 856,459
純経常行政コスト △14,906,254
　臨時損失 10,567
　　災害復旧事業費 -
　　資産除売却損 10,506
　　損失補償等引当金繰入額 -
　　その他 61
　臨時利益 29,936
　　資産売却益 112
　　その他 29,824
純行政コスト △14,886,885
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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
等形成分

余剰分
(不足分) 他団体出資等分

前年度末純資産残高 40,578,043 66,671,272 △26,093,229 -
　純行政コスト(△) △14,886,885 △14,886,885 -
　財源 15,631,173 15,631,173 -
　　税収等 10,347,091 10,347,091 -
　　国県等補助金 5,284,082 5,284,082 -
　本年度差額 744,287 744,287 -
　固定資産等の変動（内部変動） 892,399 △892,399
　　有形固定資産等の増加 4,888,330 △4,888,330
　　有形固定資産等の減少 △3,817,641 3,817,641
　　貸付金・基金等の増加 2,454,759 △2,454,759
　　貸付金・基金等の減少 △2,633,049 2,633,049
　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 744,287 892,399 △148,111 -
本年度末純資産残高 41,322,331 67,563,671 △26,241,340 -

1



【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 15,185,376
　　業務費用支出 7,074,440
　　　人件費支出 2,388,509
　　　物件費等支出 3,984,237
　　　支払利息支出 259,922
　　　その他の支出 441,772
　　移転費用支出 8,110,936
　　　補助金等支出 5,580,114
　　　社会保障給付支出 1,605,378
　　　その他の支出 925,444
　業務収入 16,926,023
　　税収等収入 10,281,409
　　国県等補助金収入 4,801,467
　　使用料及び手数料収入 987,875
　　その他の収入 855,272
　臨時支出 100,282
　　災害復旧事業費支出 -
　　その他の支出 100,282
　臨時収入 11,859
業務活動収支 1,652,224
【投資活動収支】
　投資活動支出 4,909,619
　　公共施設等整備費支出 2,175,060
　　基金積立金支出 2,452,679
　　投資及び出資金支出 279,800
　　貸付金支出 2,080
　　その他の支出 -
　投資活動収入 3,211,606
　　国県等補助金収入 512,293
　　基金取崩収入 2,582,574
　　貸付金元金回収収入 50,475
　　資産売却収入 47,904
　　その他の収入 18,359
投資活動収支 △1,698,013
【財務活動収支】
　財務活動支出 2,934,400
　　地方債等償還支出 2,934,400
　　その他の支出 -
　財務活動収入 2,091,668
　　地方債等発行収入 2,091,668
　　その他の収入 -
財務活動収支 △842,732
本年度資金収支額 △888,522
前年度末資金残高 1,327,779
本年度末資金残高 439,258

前年度末歳計外現金残高 5,623
本年度歳計外現金増減額 29,186
本年度末歳計外現金残高 34,809
本年度末現金預金残高 474,067
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