
【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 75,707,389 　固定負債 31,202,818
　　有形固定資産 54,388,697 　　地方債等 20,599,286
　　　事業用資産 34,272,338 　　長期未払金 -
　　　　土地 14,350,838 　　退職手当引当金 4,581,376
　　　　立木竹 78,147 　　損失補償等引当金 -
　　　　建物 42,547,162 　　その他 6,022,157
　　　　建物減価償却累計額 △24,222,004 　流動負債 3,462,285
　　　　工作物 4,509,293 　　1年内償還予定地方債等 1,933,077
　　　　工作物減価償却累計額 △3,045,186 　　未払金 265,280
　　　　船舶 - 　　未払費用 4,105
　　　　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 178,311
　　　　航空機 - 　　預り金 5,982
　　　　航空機減価償却累計額 - 　　その他 1,075,530
　　　　その他 161,336 負債合計 34,665,103
　　　　その他減価償却累計額 △109,670 【純資産の部】
　　　　建設仮勘定 2,421 　固定資産等形成分 77,323,550
　　　インフラ資産 19,400,606 　余剰分(不足分) △32,983,180
　　　　土地 354,807 　他団体出資等分 -
　　　　建物 454,544
　　　　建物減価償却累計額 △200,877
　　　　工作物 29,027,692
　　　　工作物減価償却累計額 △15,071,619
　　　　その他 -
　　　　その他減価償却累計額 -
　　　　建設仮勘定 4,836,061
　　　物品 2,691,860
　　　物品減価償却累計額 △1,976,106
　　無形固定資産 502
　　　ソフトウェア 104
　　　その他 399
　　投資その他の資産 21,318,189
　　　投資及び出資金 10,042
　　　　有価証券 4,390
　　　　出資金 5,606
　　　　その他 46
　　　長期延滞債権 2,501,449
　　　長期貸付金 57,706
　　　基金 18,779,368
　　　　減債基金 4,925,493
　　　　その他 13,853,875
　　　その他 6,348
　　　徴収不能引当金 △36,724
　流動資産 3,298,084
　　現金預金 937,822
　　未収金 418,817
　　短期貸付金 25,550
　　基金 1,590,612
　　　財政調整基金 1,590,612
　　　減債基金 -
　　棚卸資産 87,692
　　その他 245,476
　　徴収不能引当金 △7,885
　繰延資産 - 純資産合計 44,340,369

資産合計 79,005,473 負債及び純資産合計 79,005,473
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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 22,517,601
　　業務費用 10,186,437
　　　人件費 2,848,644
　　　　職員給与費 2,314,501
　　　　賞与等引当金繰入額 28,060
　　　　退職手当引当金繰入額 65,472
　　　　その他 440,610
　　　物件費等 6,213,368
　　　　物件費 3,906,216
　　　　維持補修費 562,175
　　　　減価償却費 1,694,602
　　　　その他 50,376
　　　その他の業務費用 1,124,425
　　　　支払利息 275,696
　　　　徴収不能引当金繰入額 21,724
　　　　その他 827,005
　　移転費用 12,331,163
　　　補助金等 9,748,339
　　　社会保障給付 1,605,378
　　　その他 977,446
　経常収益 2,382,116
　　使用料及び手数料 1,164,841
　　その他 1,217,275
純経常行政コスト △20,135,484
　臨時損失 12,244
　　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 1,738
　臨時利益 30,014
　　資産売却益 112
　　その他 29,902
純行政コスト △20,117,715
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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
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 43,455,591 75,543,069 △32,087,478 -
　純行政コスト(△) △20,117,715 △20,117,715 -
　財源 20,897,189 20,897,189 -
　　税収等 14,100,134 14,100,134 -
　　国県等補助金 6,797,055 6,797,055 -
　本年度差額 779,474 779,474 -
　固定資産等の変動（内部変動） 1,558,737 △1,558,737
　　有形固定資産等の増加 5,729,673 △5,729,673
　　有形固定資産等の減少 △4,091,960 4,091,960
　　貸付金・基金等の増加 2,580,456 △2,580,456
　　貸付金・基金等の減少 △2,659,432 2,659,432
　資産評価差額 - -
　無償所管換等 82,373 82,373
　他団体出資等分の増加 - -
　他団体出資等分の減少 - -
　その他 22,932 149,371 △126,439
　本年度純資産変動額 884,778 1,790,481 △905,703 -
本年度末純資産残高 44,340,369 77,333,550 △32,993,180 -
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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 20,647,147
　　業務費用支出 8,360,506
　　　人件費支出 2,852,580
　　　物件費等支出 4,542,200
　　　支払利息支出 275,696
　　　その他の支出 690,030
　　移転費用支出 12,286,641
　　　補助金等支出 9,754,325
　　　社会保障給付支出 1,605,378
　　　その他の支出 926,938
　業務収入 22,672,924
　　税収等収入 14,040,882
　　国県等補助金収入 6,314,440
　　使用料及び手数料収入 1,151,763
　　その他の収入 1,165,840
　臨時支出 101,959
　　災害復旧事業費支出 -
　　その他の支出 101,959
　臨時収入 11,859
業務活動収支 1,935,678
【投資活動収支】
　投資活動支出 5,553,608
　　公共施設等整備費支出 2,994,904
　　基金積立金支出 2,556,616
　　投資及び出資金支出 -
　　貸付金支出 2,088
　　その他の支出 -
　投資活動収入 3,696,048
　　国県等補助金収入 970,786
　　基金取崩収入 2,608,514
　　貸付金元金回収収入 50,484
　　資産売却収入 47,904
　　その他の収入 18,359
投資活動収支 △1,857,560
【財務活動収支】
　財務活動支出 3,135,598
　　地方債等償還支出 3,135,598
　　その他の支出 -
　財務活動収入 2,141,872
　　地方債等発行収入 2,141,865
　　その他の収入 7
財務活動収支 △993,726
本年度資金収支額 △915,608
前年度末資金残高 1,797,840
本年度末資金残高 882,232

前年度末歳計外現金残高 35,606
本年度歳計外現金増減額 19,985
本年度末歳計外現金残高 55,591
本年度末現金預金残高 937,822
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