
一般会計等 一般会計 【様式第1号】
平成28年度

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 36,923,733 　固定負債 6,869,646
　　有形固定資産 30,390,567 　　地方債 5,438,211
　　　事業用資産 8,268,788 　　長期未払金 -
　　　　土地 2,712,116 　　退職手当引当金 1,358,930
　　　　立木竹 - 　　損失補償等引当金 49,500
　　　　建物 13,675,483 　　その他 23,005
　　　　建物減価償却累計額 △8,388,488 　流動負債 914,967
　　　　工作物 436,228 　　1年内償還予定地方債 548,999
　　　　工作物減価償却累計額 △221,020 　　未払金 291,855
　　　　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 60,419
　　　　航空機 - 　　預り金 13,693
　　　　航空機減価償却累計額 - 　　その他 -
　　　　その他 229,211 負債合計 7,784,612
　　　　その他減価償却累計額 △174,741 【純資産の部】
　　　　建設仮勘定 - 　固定資産等形成分 38,228,444
　　　インフラ資産 22,055,623 　余剰分(不足分) △7,055,877
　　　　土地 24
　　　　建物 142,258
　　　　建物減価償却累計額 △59,170
　　　　工作物 48,295,002
　　　　工作物減価償却累計額 △26,322,491
　　　　その他 19,776
　　　　その他減価償却累計額 △19,776
　　　　建設仮勘定 -
　　　物品 551,596
　　　物品減価償却累計額 △485,441
　　無形固定資産 4,968
　　　ソフトウェア 4,968
　　　その他 -
　　投資その他の資産 6,528,198
　　　投資及び出資金 415,897
　　　　有価証券 2,500
　　　　出資金 413,397
　　　　その他 -
　　　投資損失引当金 -
　　　長期延滞債権 9,232
　　　長期貸付金 4,261,480
　　　基金 1,842,786
　　　　減債基金 574,264
　　　　その他 1,268,522
　　　その他 -
　　　徴収不能引当金 △1,197
　流動資産 2,033,445
　　現金預金 490,418
　　未収金 7,918
　　短期貸付金 40,000
　　基金 1,495,293
　　　財政調整基金 1,494,523
　　　減債基金 770
　　棚卸資産 -
　　その他 -
　　徴収不能引当金 △183 純資産合計 31,172,566

資産合計 38,957,179 負債及び純資産合計 38,957,179

1



一般会計等 一般会計 【様式第2号】
平成28年度

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 6,990,329
　　業務費用 4,112,011
　　　人件費 1,036,721
　　　　職員給与費 886,454
　　　　賞与等引当金繰入額 60,419
　　　　退職手当引当金繰入額 -
　　　　その他 89,848
　　　物件費等 3,001,779
　　　　物件費 1,504,676
　　　　維持補修費 211,779
　　　　減価償却費 1,285,324
　　　　その他 -
　　　その他の業務費用 73,511
　　　　支払利息 56,003
　　　　徴収不能引当金繰入額 567
　　　　その他 16,941
　　移転費用 2,878,318
　　　補助金等 2,163,567
　　　社会保障給付 523,941
　　　他会計への繰出金 188,989
　　　その他 1,821
　経常収益 306,748
　　使用料及び手数料 110,362
　　その他 196,386
純経常行政コスト △6,683,582
　臨時損失 -
　　災害復旧事業費 -
　　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 -
　臨時利益 -
　　資産売却益 -
　　その他 -
純行政コスト △6,683,582

1



一般会計等 一般会計 【様式第3号】
平成28年度

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 余剰分
前年度末純資産残高 31,741,587 39,365,554 △7,623,967
　純行政コスト(△) △6,683,582 △6,683,582
　財源 6,114,561 6,114,561
　　税収等 5,123,314 5,123,314
　　国県等補助金 991,247 991,247
　本年度差額 △569,021 △569,021
　固定資産等の変動（内部変動） △1,137,111 1,137,111
　　有形固定資産等の増加 148,213 △148,213
　　有形固定資産等の減少 △1,285,324 1,285,324
　　貸付金・基金等の増加 - -
　　貸付金・基金等の減少 - -
　資産評価差額 - -
　無償所管換等 - -
　その他 - - -
　本年度純資産変動額 △569,021 △1,137,111 568,090
本年度末純資産残高 31,172,566 38,228,444 △7,055,877

1



一般会計等 一般会計 【様式第4号】
平成28年度

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 5,766,495
　　業務費用支出 2,832,541
　　　人件費支出 1,043,142
　　　物件費等支出 1,725,392
　　　支払利息支出 56,003
　　　その他の支出 8,004
　　移転費用支出 2,933,955
　　　補助金等支出 2,219,203
　　　社会保障給付支出 523,941
　　　他会計への繰出支出 188,989
　　　その他の支出 1,821
　業務収入 6,264,739
　　税収等収入 5,122,866
　　国県等補助金収入 834,947
　　使用料及び手数料収入 110,593
　　その他の収入 196,332
　臨時支出 -
　　災害復旧事業費支出 -
　　その他の支出 -
　臨時収入 -
業務活動収支 498,244
【投資活動収支】
　投資活動支出 708,201
　　公共施設等整備費支出 125,208
　　基金積立金支出 322,993
　　投資及び出資金支出 -
　　貸付金支出 260,000
　　その他の支出 -
　投資活動収入 516,745
　　国県等補助金収入 156,300
　　基金取崩収入 107,734
　　貸付金元金回収収入 252,000
　　資産売却収入 712
　　その他の収入 -
投資活動収支 △191,456
【財務活動収支】
　財務活動支出 541,718
　　地方債償還支出 541,718
　　その他の支出 -
　財務活動収入 308,700
　　地方債発行収入 308,700
　　その他の収入 -
財務活動収支 △233,018
本年度資金収支額 73,770
前年度末資金残高 402,954
本年度末資金残高 476,725

前年度末歳計外現金残高 15,054
本年度歳計外現金増減額 △1,361
本年度末歳計外現金残高 13,693
本年度末現金預金残高 490,418

1



【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 58,612,309 　固定負債 23,340,867
　　有形固定資産 54,248,866 　　地方債等 12,206,876
　　　事業用資産 9,756,857 　　長期未払金 -
　　　　土地 2,712,116 　　退職手当引当金 1,358,930
　　　　立木竹 - 　　損失補償等引当金 49,500
　　　　建物 15,064,179 　　その他 9,725,560
　　　　建物減価償却累計額 △9,077,317 　流動負債 1,723,062
　　　　建物減損損失累計額 - 　　1年内償還予定地方債等 1,288,749
　　　　工作物 7,650,125 　　未払金 343,928
　　　　工作物減価償却累計額 △6,646,716 　　未払費用 -
　　　　船舶 - 　　前受金 -
　　　　船舶減価償却累計額 - 　　前受収益 -
　　　　浮標等 - 　　賞与等引当金 68,012
　　　　浮標等減価償却累計額 - 　　預り金 13,693
　　　　航空機 - 　　その他 8,680
　　　　航空機減価償却累計額 - 負債合計 25,063,929
　　　　その他 229,211 【純資産の部】
　　　　その他減価償却累計額 △174,741 　固定資産等形成分 63,249,283
　　　　建設仮勘定 - 　余剰分(不足分) △24,581,378
　　　インフラ資産 43,477,892 　他団体出資等分 -
　　　　土地 294,391
　　　　建物 1,338,862
　　　　建物減価償却累計額 △654,737
　　　　工作物 81,209,236
　　　　工作物減価償却累計額 △38,746,340
　　　　その他 19,776
　　　　その他減価償却累計額 △19,776
　　　　建設仮勘定 36,480
　　　物品 4,831,675
　　　物品減価償却累計額 △3,817,557
　　無形固定資産 423,715
　　　ソフトウェア 8,094
　　　その他 415,621
　　投資その他の資産 3,939,728
　　　投資及び出資金 735,071
　　　　有価証券 401,674
　　　　出資金 333,397
　　　　その他 -
　　　長期延滞債権 14,411
　　　長期貸付金 1,350,000
　　　基金 1,842,786
　　　　減債基金 574,264
　　　　その他 1,268,522
　　　その他 -
　　　徴収不能引当金 △2,540
　流動資産 5,119,525
　　現金預金 3,048,922
　　未収金 196,230
　　短期貸付金 -
　　基金 1,573,901
　　　財政調整基金 1,573,131
　　　減債基金 770
　　棚卸資産 2,304
　　その他 298,472
　　徴収不能引当金 △304
　繰延資産 - 純資産合計 38,667,905

資産合計 63,731,833 負債及び純資産合計 63,731,833

1



【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 9,764,125
　　業務費用 5,844,569
　　　人件費 1,129,710
　　　　職員給与費 973,616
　　　　賞与等引当金繰入額 66,201
　　　　退職手当引当金繰入額 -
　　　　その他 89,893
　　　物件費等 4,311,535
　　　　物件費 1,746,598
　　　　維持補修費 275,691
　　　　減価償却費 2,289,245
　　　　その他 -
　　　その他の業務費用 403,324
　　　　支払利息 267,370
　　　　徴収不能引当金繰入額 1,641
　　　　その他 134,313
　　移転費用 3,919,556
　　　補助金等 3,389,658
　　　社会保障給付 523,941
　　　その他 5,957
　経常収益 1,454,560
　　使用料及び手数料 1,123,403
　　その他 331,157
純経常行政コスト △8,309,566
　臨時損失 42,818
　　災害復旧事業費 -
　　資産除売却損 -
　　損失補償等引当金繰入額 -
　　その他 42,818
　臨時利益 31,595
　　資産売却益 -
　　その他 31,595
純行政コスト △8,320,790

1



【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 余剰分 他団体出資等分
前年度末純資産残高 38,773,593 65,405,380 △26,631,787 -
　純行政コスト(△) △8,320,790 △8,320,790 -
　財源 8,215,101 8,215,101 -
　　税収等 6,888,538 6,888,538 -
　　国県等補助金 1,326,563 1,326,563 -
　本年度差額 △105,689 △105,689 -
　固定資産等の変動（内部変動） △2,156,097 2,156,097
　　有形固定資産等の増加 569,406 △569,406
　　有形固定資産等の減少 △2,508,670 2,508,670
　　貸付金・基金等の増加 100,167 △100,167
　　貸付金・基金等の減少 △317,000 317,000
　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 △105,689 △2,156,097 2,050,408 -
本年度末純資産残高 38,667,905 63,249,283 △24,581,378 -

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 8,396,288
　　業務費用支出 4,421,095
　　　人件費支出 1,136,113
　　　物件費等支出 2,892,235
　　　支払利息支出 267,370
　　　その他の支出 125,376
　　移転費用支出 3,975,193
　　　補助金等支出 3,445,294
　　　社会保障給付支出 523,941
　　　その他の支出 5,957
　業務収入 10,029,822
　　税収等収入 6,888,554
　　国県等補助金収入 1,170,263
　　使用料及び手数料収入 1,123,634
　　その他の収入 847,371
　臨時支出 -
　　災害復旧事業費支出 -
　　その他の支出 -
　臨時収入 -
業務活動収支 1,633,534
【投資活動収支】
　投資活動支出 1,344,533
　　公共施設等整備費支出 125,208
　　基金積立金支出 347,980
　　投資及び出資金支出 298,472
　　貸付金支出 260,000
　　その他の支出 312,873
　投資活動収入 876,575
　　国県等補助金収入 232,985
　　基金取崩収入 127,734
　　貸付金元金回収収入 212,000
　　資産売却収入 300,712
　　その他の収入 3,145
投資活動収支 △467,958
【財務活動収支】
　財務活動支出 1,379,963
　　地方債等償還支出 1,379,963
　　その他の支出 -
　財務活動収入 425,700
　　地方債等発行収入 425,700
　　その他の収入 -
財務活動収支 △954,263
本年度資金収支額 211,313
前年度末資金残高 2,823,916
本年度末資金残高 3,035,229

前年度末歳計外現金残高 15,054
本年度歳計外現金増減額 △1,361
本年度末歳計外現金残高 13,693
本年度末現金預金残高 3,048,922

1



【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 58,595,006 　固定負債 24,205,782
　　有形固定資産 55,285,983 　　地方債等 12,862,576
　　　事業用資産 10,111,273 　　長期未払金 -
　　　　土地 2,732,101 　　退職手当引当金 1,407,015
　　　　立木竹 - 　　損失補償等引当金 49,500
　　　　建物 17,060,261 　　その他 9,886,691
　　　　建物減価償却累計額 △10,806,972 　流動負債 1,948,801
　　　　建物減損損失累計額 76,934 　　1年内償還予定地方債等 1,368,729
　　　　工作物 7,690,089 　　未払金 474,501
　　　　工作物減価償却累計額 △6,710,633 　　未払費用 -
　　　　船舶 - 　　前受金 -
　　　　船舶減価償却累計額 - 　　前受収益 570
　　　　浮標等 - 　　賞与等引当金 79,744
　　　　浮標等減価償却累計額 - 　　預り金 16,576
　　　　航空機 - 　　その他 8,680
　　　　航空機減価償却累計額 - 負債合計 26,154,583
　　　　その他 277,177 【純資産の部】
　　　　その他減価償却累計額 △207,683 　固定資産等形成分 63,923,954
　　　　建設仮勘定 - 　余剰分(不足分) △25,434,939
　　　インフラ資産 43,477,892 　他団体出資等分 589
　　　　土地 294,391
　　　　建物 1,338,862
　　　　建物減価償却累計額 △654,737
　　　　工作物 81,209,236
　　　　工作物減価償却累計額 △38,746,340
　　　　その他 19,776
　　　　その他減価償却累計額 △19,776
　　　　建設仮勘定 36,480
　　　物品 5,949,669
　　　物品減価償却累計額 △4,252,850
　　無形固定資産 516,587
　　　ソフトウェア 10,632
　　　その他 505,955
　　投資その他の資産 2,792,435
　　　投資及び出資金 513,537
　　　　有価証券 448,848
　　　　出資金 64,689
　　　　その他 -
　　　長期延滞債権 17,597
　　　長期貸付金 -
　　　基金 2,120,897
　　　　減債基金 574,264
　　　　その他 1,546,633
　　　その他 144,561
　　　徴収不能引当金 △4,157
　流動資産 5,791,233
　　現金預金 3,577,358
　　未収金 254,623
　　短期貸付金 -
　　基金 1,640,138
　　　財政調整基金 1,639,368
　　　減債基金 770
　　棚卸資産 20,615
　　その他 298,816
　　徴収不能引当金 △316
　繰延資産 257,948 純資産合計 38,489,604

資産合計 64,644,186 負債及び純資産合計 64,644,187

1



【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 14,143,780
　　業務費用 8,007,732
　　　人件費 1,735,025
　　　　職員給与費 1,452,282
　　　　賞与等引当金繰入額 77,933
　　　　退職手当引当金繰入額 107,566
　　　　その他 97,244
　　　物件費等 5,682,830
　　　　物件費 2,759,414
　　　　維持補修費 323,865
　　　　減価償却費 2,406,116
　　　　その他 193,434
　　　その他の業務費用 589,877
　　　　支払利息 283,199
　　　　徴収不能引当金繰入額 1,751
　　　　その他 304,927
　　移転費用 6,136,047
　　　補助金等 3,742,084
　　　社会保障給付 2,387,785
　　　その他 6,178
　経常収益 3,705,965
　　使用料及び手数料 1,153,647
　　その他 2,552,318
純経常行政コスト △10,437,814
　臨時損失 42,818
　　災害復旧事業費 -
　　資産除売却損 -
　　損失補償等引当金繰入額 -
　　その他 42,818
　臨時利益 31,595
　　資産売却益 -
　　その他 31,595
純行政コスト △10,449,038
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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 余剰分 他団体出資等分
前年度末純資産残高 38,574,575 66,081,224 △27,508,149 1,500
　純行政コスト(△) △10,449,038 △10,449,038 -
　財源 10,364,067 10,364,978 △911
　　税収等 7,688,629 7,689,540 △911
　　国県等補助金 2,675,439 2,675,439 -
　本年度差額 △84,971 △84,060 △911
　固定資産等の変動（内部変動） △2,168,695 2,168,695
　　有形固定資産等の増加 579,042 △579,042
　　有形固定資産等の減少 △2,545,541 2,545,541
　　貸付金・基金等の増加 119,061 △119,061
　　貸付金・基金等の減少 △321,257 321,257
　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 - 11,425 △11,425
　本年度純資産変動額 △84,971 △2,157,270 2,073,210 △911
本年度末純資産残高 38,489,604 63,923,954 △25,434,939 589
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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
　　業務費用支出
　　　人件費支出
　　　物件費等支出
　　　支払利息支出
　　　その他の支出
　　移転費用支出
　　　補助金等支出
　　　社会保障給付支出
　　　その他の支出
　業務収入
　　税収等収入
　　国県等補助金収入
　　使用料及び手数料収入
　　その他の収入
　臨時支出
　　災害復旧事業費支出
　　その他の支出
　臨時収入
業務活動収支
【投資活動収支】
　投資活動支出
　　公共施設等整備費支出
　　基金積立金支出
　　投資及び出資金支出
　　貸付金支出
　　その他の支出
　投資活動収入
　　国県等補助金収入
　　基金取崩収入
　　貸付金元金回収収入
　　資産売却収入
　　その他の収入
投資活動収支
【財務活動収支】
　財務活動支出
　　地方債等償還支出
　　その他の支出
　財務活動収入
　　地方債等発行収入
　　その他の収入
財務活動収支
本年度資金収支額
前年度末資金残高
本年度末資金残高

前年度末歳計外現金残高
本年度歳計外現金増減額
本年度末歳計外現金残高
本年度末現金預金残高
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