
【様式第１号】

貸借対照表

（単位： 千円）
科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 28,432,310 固定負債 4,327,325

有形固定資産 26,449,024 地方債 4,315,901
事業用資産 8,484,244 長期未払金 -

土地 349,738 退職手当引当金 -
立木竹 813,906 損失補償等引当金 -
建物 15,898,520 その他 11,424
建物減価償却累計額 △ 8,577,919 流動負債 473,513
工作物 - 420,923
工作物減価償却累計額 - 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 37,504
航空機 - 預り金 15,086
航空機減価償却累計額 - その他 -
その他 - 負債合計 4,800,838
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 29,083,607

インフラ資産 17,798,599 余剰分（不足分） △ 4,567,340
土地 84,825
建物 10,692
建物減価償却累計額 -
工作物 38,829,157
工作物減価償却累計額 △ 21,126,074
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 -

物品物品 414,243
物品減価償却累計額 △ 248,063

無形固定資産 -
ソフトウェア -
その他 -

投資その他の資産 1,983,286
投資及び出資金 63,315

有価証券 1,345
出資金 61,970
その他 -

投資損失引当金 -
長期延滞債権 5,076
長期貸付金 98,646
基金 1,816,596

減債基金 451,110
その他 1,365,486

その他 -
徴収不能引当金 △ 346

流動資産 884,795
現金預金 230,009
未収金 3,489
短期貸付金 -
基金 651,297

財政調整基金 651,297
減債基金 -

棚卸資産 -
その他 -

徴収不能引当金 - 純資産合計 24,516,267

資産合計 29,317,105 負債及び純資産合計 29,317,105

（平成28年3月31日現在）

1年内償還予定地方債



【様式第２号】

行政コスト計算書

（単位：千円）
科目 金額

経常費用 9,971,041

業務費用 7,580,663

人件費 909,225

833,144

賞与等引当金繰入額 37,504

退職手当引当金繰入額 -

その他 38,577

物件費等 6,583,251

物件費 921,615

維持補修費 364,520

減価償却費 5,293,290

その他 3,826

その他の業務費用 88,187

支払利息 63,757

徴収不能引当金繰入額 182

その他 24,248

移転費用 2,390,378

補助金等 1,830,662

社会保障給付 209,194

他会計への繰出金 342,067

その他 8,456

経常収益 289,000

使用料及び手数料 170,094

その他 118,906

純経常行政コスト △ 9,682,041

臨時損失 1,268,731

災害復旧事業費 -

資産除売却損 1,268,731

投資損失引当金繰入額 -

損失補償等引当金繰入額 -

その他 -

臨時利益 1,008

資産売却益 993

その他 15

純行政コスト △ 10,949,765

 自　平成27年4月1日
 至　平成28年3月31日

職員給与費



【様式第３号】

純資産変動計算書

（単位：千円）

科目 合計

前年度末純資産残高 19,330,037 24,064,291 △ 4,734,254
純行政コスト（△） △ 10,949,765 △ 10,949,765
財源 4,633,276 4,633,276

税収等 3,532,700 3,532,700
国県等補助金 1,100,576 1,100,576

本年度差額 △ 6,316,489 △ 6,316,489
固定資産等の変動（内部変動） △ 6,483,402 6,483,402

有形固定資産等の増加 120,755 △ 120,755
有形固定資産等の減少 △ 6,562,021 6,562,021
貸付金・基金等の増加 309,800 △ 309,800
貸付金・基金等の減少 △ 351,935 351,935

資産評価差額 - -
無償所管換等 11,502,718 11,502,718
その他 - - -
本年度純資産変動額 5,186,230 5,019,316 166,914

本年度末純資産残高 24,516,267 29,083,607 △ 4,567,340

 自　平成27年4月1日
 至　平成28年3月31日

固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）



【様式第２号及び第３号（結合）】

行政コスト及び純資産変動計算書

（単位：千円）
科目 金額

経常費用 9,971,041
業務費用 7,580,663

人件費 909,225 　
職員給与費 833,144
賞与等引当金繰入額 37,504
退職手当引当金繰入額 -
その他 38,577

物件費等 6,583,251
物件費 921,615
維持補修費 364,520
減価償却費 5,293,290
その他 3,826

その他の業務費用 88,187
支払利息 63,757
徴収不能引当金繰入額 182
その他 24,248

移転費用 2,390,378
補助金等 1,830,662
社会保障給付 209,194
他会計への繰出金 342,067
その他 8,456

経常収益 289,000
使用料及び手数料 170,094
その他 118,906

純経常行政コスト △ 9,682,041
臨時損失 1,268,731

災害復旧事業費 -
資産除売却損 1,268,731
投資損失引当金繰入額 -
損失補償等引当金繰入額 -
その他 -

臨時利益 1,008
資産売却益 993 金額
その他 15 固定資産等形成分 余剰分（不足分）

純行政コスト △ 10,949,765 △ 10,949,765
財源 4,633,276 4,633,276

税収等 3,532,700 3,532,700
国県等補助金 1,100,576 1,100,576

本年度差額 △ 6,316,489 △ 6,316,489
固定資産等の変動（内部変動） △ 6,483,402 6,483,402

有形固定資産等の増加 120,755 △ 120,755
有形固定資産等の減少 △ 6,562,021 6,562,021
貸付金・基金等の増加 309,800 △ 309,800
貸付金・基金等の減少 △ 351,935 351,935

資産評価差額 - -
無償所管換等 11,502,718 11,502,718
その他 - - -

本年度純資産変動額 5,186,230 5,019,316 166,914
前年度末純資産残高 19,330,037 24,064,291 △ 4,734,254
本年度末純資産残高 24,516,267 29,083,607 △ 4,567,340

 自　平成27年4月1日
 至　平成28年3月31日



【様式第４号】

資金収支計算書

（単位：千円）

科目 金額

【業務活動収支】
業務支出 4,672,590

業務費用支出 2,282,211
人件費支出 911,305
物件費等支出 1,293,777
支払利息支出 63,757
その他の支出 13,373

移転費用支出 2,390,378
補助金等支出 1,830,662
社会保障給付支出 209,194
他会計への繰出支出 342,067
その他の支出 8,456

業務収入 4,915,229
税収等収入 3,532,839
国県等補助金収入 1,094,528
使用料及び手数料収入 168,991
その他の収入 118,871

臨時支出 -
災害復旧事業費支出 -
その他の支出 -

臨時収入 6,063
業務活動収支 248,702
【投資活動収支】

投資活動支出 372,083
公共施設等整備費支出 120,755
基金積立金支出 206,328
投資及び出資金支出 -
貸付金支出 45,000
その他の支出 -

投資活動収入 350,392
国県等補助金収入 -
基金取崩収入 304,388
貸付金元金回収収入 45,011
資産売却収入 993
その他の収入 -

投資活動収支 △ 21,691
【財務活動収支】

財務活動支出 441,356
地方債償還支出 430,481
その他の支出 10,875

財務活動収入 293,044
地方債発行収入 293,044
その他の収入 -

財務活動収支 △ 148,312
本年度資金収支額 78,699
前年度末資金残高 136,224
本年度末資金残高 214,923

前年度末歳計外現金残高 15,640
本年度歳計外現金増減額 △ 554
本年度末歳計外現金残高 15,086
本年度末現金預金残高 230,009

 自　平成27年4月1日
 至　平成28年3月31日
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