
平成28年度

  

貸借対照表(BS) （単位：千円）

科目名

【資産の部】

  固定資産 24,220,745

    有形固定資産 22,717,031

      事業用資産 8,303,934

        土地 2,254,093

        立木竹 138,589

        建物 12,239,496

        建物減価償却累計額 -6,437,297

        工作物 734,134

        工作物減価償却累計額 -639,553

        船舶 -

        船舶減価償却累計額 -

        浮標等 -

        浮標等減価償却累計額 -

        航空機 -

        航空機減価償却累計額 -

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 14,472

      インフラ資産 14,333,754

        土地 1,256

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        工作物 31,266,618

        工作物減価償却累計額 -16,953,592

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 19,472

      物品 481,655

      物品減価償却累計額 -402,313

    無形固定資産 38,645

      ソフトウェア 38,645

      その他 -

    投資その他の資産 1,465,069

      投資及び出資金 14,618

        有価証券 2,209

        出資金 12,409

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 30,223

      長期貸付金 7,232

      基金 1,413,679

        減債基金 51,879

        その他 1,361,800

      その他 -

      徴収不能引当金 -683

  流動資産 734,265

    現金預金 179,132

    未収金 6,944

    短期貸付金 -

    基金 548,209

      財政調整基金 548,209

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -21

資産合計 24,955,009

一般会計等財務書類

金額



平成28年度

  

貸借対照表(BS) （単位：千円）

科目名

一般会計等財務書類

金額

【負債の部】

  固定負債 4,130,046

    地方債 3,582,328

    長期未払金 262,126

    退職手当引当金 277,302

    損失補償等引当金 -

    その他 8,290

  流動負債 586,147

    １年内償還予定地方債 483,812

    未払金 15,360

    未払費用 -

    前受金 -

    前受収益 -

    賞与等引当金 47,732

    預り金 33,231

    その他 6,013

負債合計 4,716,193

【純資産の部】

  固定資産等形成分 24,768,954

  余剰分（不足分） -4,530,138

純資産合計 20,238,816

負債及び純資産合計 24,955,009



平成28年度

  

行政コスト計算書(PL) （単位：千円）

科目名

  経常費用 3,913,914

    業務費用 2,760,736

      人件費 631,012

        職員給与費 589,617

        賞与等引当金繰入額 47,732

        退職手当引当金繰入額 -44,889

        その他 38,552

      物件費等 2,075,019

        物件費 1,056,809

        維持補修費 86,299

        減価償却費 930,333

        その他 1,577

      その他の業務費用 54,705

        支払利息 47,987

        徴収不能引当金繰入額 -739

        その他 7,458

    移転費用 1,153,178

      補助金等 662,755

      社会保障給付 202,194

      他会計への繰出金 286,606

      その他 1,623

  経常収益 284,697

    使用料及び手数料 116,596

    その他 168,101

純経常行政コスト 3,629,217

  臨時損失 42,638

    災害復旧事業費 41,568

    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 1,071

  臨時利益 2,075

    資産売却益 -

    その他 2,075

純行政コスト 3,669,780

一般会計等財務書類

金額



平成28年度

  

純資産変動計算書(NW) （単位：千円）

科目名 合計 固定資産等形成分 余剰分(不足分)

前年度末純資産残高 20,662,574 25,464,533 -4,801,958

  純行政コスト（△） -3,669,780 -3,669,780

  財源 3,246,022 3,246,022

    税収等 2,402,324 2,402,324

    国県等補助金 843,698 843,698

  本年度差額 -423,759 -423,759

  固定資産等の変動（内部変動） -700,069 700,069

    有形固定資産等の増加 342,795 -342,795

    有形固定資産等の減少 -930,333 930,333

    貸付金・基金等の増加 182,478 -182,478

    貸付金・基金等の減少 -295,010 295,010

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 - -

  その他 - 4,490 -4,490

  本年度純資産変動額 -423,759 -695,579 271,820

本年度末純資産残高 20,238,816 24,768,954 -4,530,138

一般会計等財務書類



平成28年度

  

資金収支計算書(CF) （単位：千円）

科目名

【業務活動収支】

  業務支出 3,028,154

    業務費用支出 1,874,976

      人件費支出 674,846

      物件費等支出 1,149,091

      支払利息支出 47,987

      その他の支出 3,052

    移転費用支出 1,153,178

      補助金等支出 662,755

      社会保障給付支出 202,194

      他会計への繰出支出 286,606

      その他の支出 1,623

  業務収入 3,530,051

    税収等収入 2,402,581

    国県等補助金収入 843,698

    使用料及び手数料収入 115,679

    その他の収入 168,094

  臨時支出 41,568

    災害復旧事業費支出 41,568

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 460,329

【投資活動収支】

  投資活動支出 523,199

    公共施設等整備費支出 342,795

    基金積立金支出 179,804

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 600

    その他の支出 -

  投資活動収入 293,939

    国県等補助金収入 -

    基金取崩収入 293,611

    貸付金元金回収収入 328

    資産売却収入 -

    その他の収入 -

投資活動収支 -229,260

【財務活動収支】

  財務活動支出 500,369

    地方債償還支出 480,131

    その他の支出 20,238

  財務活動収入 277,554

    地方債発行収入 277,554

    その他の収入 -

財務活動収支 -222,815

本年度資金収支額 8,254

前年度末資金残高 137,647

本年度末資金残高 145,901

前年度末歳計外現金残高 30,864

本年度歳計外現金増減額 2,367

本年度末歳計外現金残高 33,231

本年度末現金預金残高 179,132

一般会計等財務書類

金額


