
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 29,657,968

    有形固定資産 28,131,729

      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 19,745,683

        土地 1,256

        建物 665,020

        建物減価償却累計額 -392,016

        工作物 39,979,880

        工作物減価償却累計額 -20,528,577

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 20,120

      物品 484,424

      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 1,487,594

      投資及び出資金 14,618

        有価証券 2,209

        出資金 12,409

        その他 -

      長期延滞債権 43,573

      長期貸付金 7,232

      基金 1,423,102

        減債基金 51,879

        その他 1,371,223

      その他 -

      徴収不能引当金 -931

  流動資産 765,121

    現金預金 207,237

    未収金 9,696

    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

  繰延資産 -

資産合計 30,423,089

全体財務書類

金額



平成28年度

  

貸借対照表(BS) （単位：千円）

科目名

全体財務書類

金額

【負債の部】

  固定負債 5,187,836

    地方債等 4,640,118

    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 705,587

    １年内償還予定地方債等 601,946

    未払金 15,360

    未払費用 -

    前受金 -

    前受収益 -

    賞与等引当金 49,037

    預り金 33,231

    その他 6,013

負債合計 5,893,423

【純資産の部】

  固定資産等形成分 30,206,177

  余剰分（不足分） -5,676,511

  他団体出資等分 -

純資産合計 24,529,666

負債及び純資産合計 30,423,089



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 4,812,676

    業務費用 3,137,228

      人件費 646,757

        職員給与費 603,977

        賞与等引当金繰入額 49,037

        退職手当引当金繰入額 -44,889

        その他 38,632

      物件費等 2,388,238

        物件費 1,149,959

        維持補修費 113,448

        減価償却費 1,123,218

        その他 1,613

      その他の業務費用 102,233

        支払利息 72,749

        徴収不能引当金繰入額 -926

        その他 30,410

    移転費用 1,675,448

      補助金等 1,469,674

      社会保障給付 202,194

      その他 3,581

  経常収益 362,977

    使用料及び手数料 192,040

    その他 170,937

純経常行政コスト 4,449,699

  臨時損失 42,638

    災害復旧事業費 41,568

    資産除売却損 -

    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 4,490,263

全体財務書類

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) 他団体出資等分

前年度末純資産残高 25,043,930 31,007,292 -5,963,363 -

  純行政コスト（△） -4,490,263 -4,490,263 -

  財源 3,975,999 3,975,999 -

    税収等 2,792,484 2,792,484 -

    国県等補助金 1,183,515 1,183,515 -

  本年度差額 -514,264 -514,264 -

  固定資産等の変動（内部変動） -805,307 805,307

    有形固定資産等の増加 432,299 -432,299

    有形固定資産等の減少 -1,123,218 1,123,218

    貸付金・基金等の増加 184,142 -184,142

    貸付金・基金等の減少 -298,531 298,531

  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 - -

  比例連結割合変更に伴う差額 - - - -

  その他 - 4,192 -4,192

  本年度純資産変動額 -514,264 -801,116 286,852 -

本年度末純資産残高 24,529,666 30,206,177 -5,676,511 -

全体財務書類



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 3,734,185

    業務費用支出 2,058,737

      人件費支出 690,558

      物件費等支出 1,269,426

      支払利息支出 72,749

      その他の支出 26,004

    移転費用支出 1,675,448

      補助金等支出 1,469,674

      社会保障給付支出 202,194

      その他の支出 3,581

  業務収入 4,338,741

    税収等収入 2,793,581

    国県等補助金収入 1,183,515

    使用料及び手数料収入 190,717

    その他の収入 170,929

  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 562,988

【投資活動収支】

  投資活動支出 614,367

    公共施設等整備費支出 432,299

    基金積立金支出 181,468

    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 297,460

    国県等補助金収入 -

    基金取崩収入 297,132

    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 -316,907

【財務活動収支】

  財務活動支出 612,427

    地方債等償還支出 592,189

    その他の支出 20,238

  財務活動収入 360,154

    地方債等発行収入 360,154

    その他の収入 -

財務活動収支 -252,273

本年度資金収支額 -6,192

前年度末資金残高 180,198

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 174,006

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 207,237

全体財務書類

金額


