
 

*出力条件
*会計年度 ： H27
*出力帳票選択 ： 財務書類
*団体区分 ： 一般会計等
*団体／会計コード ：
*出力範囲 ： 年次
*出力金額単位 ：千円

（単位：円）

【資産の部】 【負債の部】

固定資産 68,053,147 固定負債 51,120,522

有形固定資産 62,946,338 地方債 48,098,495

事業用資産 55,298,348 長期未払金 0

土地 26,424,769 退職手当引当金 3,022,027

立木竹 170 損失補償等引当金 0

建物 69,713,579 その他 0

建物減価償却累計額 △ 44,670,761 流動負債 4,761,471

工作物 1,559,497 1年内償還予定地方債 4,252,234

工作物減価償却累計額 1,451,311 未払金 216,729

船舶 0 未払費用 0

船舶減価償却累計額 0 前受金 0

浮標等 0 前受収益 0

浮標等減価償却累計額 0 賞与等引当金 210,103

航空機 0 預り金 82,405

航空機減価償却累計額 0 その他 0

その他 762,430 55,881,993

その他減価償却累計額 △ 409,497 【純資産の部】

建設仮勘定 466,850 固定資産等形成分 68,671,614

インフラ資産 6,965,852 余剰分（不足分） △ 54,863,275

土地 36,137

建物 0

建物減価償却累計額 0

工作物 9,602,407

工作物減価償却累計額 △ 2,914,862

その他 0

その他減価償却累計額 0

建設仮勘定 242,170

物品 3,087,381

物品減価償却累計額 △ 2,405,243

無形固定資産 14,397

ソフトウェア 14,397

その他 0

投資その他の資産 5,092,412

投資及び出資金 2,138,400

有価証券 32,363

出資金 2,106,037

その他 0

投資損失引当金 0

長期延滞債権 456,394

長期貸付金 0

基金 2,497,618

減債基金 10,128

その他 2,487,490

その他 0

徴収不能引当金 0

流動資産 1,637,185

現金預金 902,893

未収金 115,825

短期貸付金 1,464

基金 617,003

財政調整基金 617,003

減債基金 0

棚卸資産 0

その他 0

徴収不能引当金 0 13,808,339

69,690,332 69,690,332

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

負債合計

純資産合計

資産合計 負債及び純資産合計

貸借対照表
（平成２８年３月３１日現在）

科目 金額 科目 金額



 

 

*出力条件
*会計年度 ： H27
*出力帳票選択 ： 財務書類
*団体区分 ： 一般会計等
*団体／会計コード ：
*出力範囲 ： 年次
*出力金額単位 ：千円

（単位：円）

経常費用 26,532,691
業務費用 11,823,537

人件費 3,659,042
職員給与費 3,240,657
賞与等引当金繰入額 210,103
退職手当引当金繰入額 -
その他 208,283

物件費等 7,572,890
物件費 4,616,999
維持補修費 1,120,231
減価償却費 1,828,289
その他 7,371

その他の業務費用 591,605
支払利息 471,350
徴収不能引当金繰入額 -
その他 120,255

移転費用 14,709,154
補助金等 4,766,970
社会保障給付 7,236,325
他会計への繰出金 2,593,995
その他 111,864

経常収益 656,910
使用料及び手数料 387,125
その他 269,785

純経常行政コスト △ 25,875,781
臨時損失 89,560

災害復旧事業費 -
資産除売却損 89,560
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 21,262
資産売却益 21,262
その他 -

純行政コスト △ 25,944,079

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

行政コスト計算書
自　平成２７年４月１日　

至　平成２８年３月３１日

科目 金額



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*出力条件 0.001
*会計年度 ： H27
*出力帳票選択 ： 財務書類
*団体区分 ： 一般会計等
*団体／会計コード ：
*出力範囲 ： 年次
*出力金額単位 ：千円

（単位：円）

前年度末純資産残高 14,260,081 67,649,281 △ 53,389,200

純行政コスト（△） △ 25,944,079 △ 25,944,079

財源 26,250,539 26,250,539

税収等 18,487,859 18,487,859

国県等補助金 7,762,679 7,762,679

本年度差額 306,460 306,460

固定資産等の変動（内部変動） 1,780,535 △ 1,780,535

有形固定資産等の増加 3,486,890 △ 3,486,890

有形固定資産等の減少 △ 1,882,607 1,882,607

貸付金・基金等の増加 580,723 △ 580,723

貸付金・基金等の減少 △ 404,471 404,471

資産評価差額 3,555 3,555

無償所管換等 △ 761,756 △ 761,756

その他 - - -

本年度純資産変動額 △ 451,742 1,022,333 △ 1,474,075

本年度末純資産残高 13,808,339 68,671,614 △ 54,863,275

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

純資産変動計算書
自　平成２７年４月１日　

至　平成２８年３月３１日

科目 合計 固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）



 

*出力条件 0.001

*会計年度 ： H27

*出力帳票選択 ： 財務書類

*団体区分 ： 一般会計等

*団体／会計コード ：

*出力範囲 ： 年次

*出力金額単位 ：千円

（単位：円）

【業務活動収支】
業務支出 24,633,470

業務費用支出 9,924,315
人件費支出 3,655,332
物件費等支出 5,759,151
支払利息支出 471,350
その他の支出 38,482

移転費用支出 14,709,154
補助金等支出 4,766,970
社会保障給付支出 7,236,325
他会計への繰出支出 2,593,995
その他の支出 111,864

業務収入 26,873,732
税収等収入 18,467,585
国県等補助金収入 7,758,349
使用料及び手数料収入 388,802
その他の収入 258,996

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 2,240,262
【投資活動収支】

投資活動支出 4,090,476
公共施設等整備費支出 3,486,890
基金積立金支出 566,385
投資及び出資金支出 25,880
貸付金支出 11,320
その他の支出 -

投資活動収入 455,771
国県等補助金収入 -
基金取崩収入 389,249
貸付金元金回収収入 12,205
資産売却収入 54,317
その他の収入 -

投資活動収支 △ 3,634,704
【財務活動収支】

財務活動支出 4,225,505
地方債償還支出 4,225,505
その他の支出 -

財務活動収入 5,951,934
地方債発行収入 5,951,934
その他の収入 -

財務活動収支 1,726,429
331,987
488,502

820,489

前年度末歳計外現金残高 85,555
本年度歳計外現金増減額 △ 3,151
本年度末歳計外現金残高 82,405

本年度末現金預金残高 902,893

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

前年度末資金残高

本年度末資金残高

資金収支計算書
自　平成２７年４月１日　
至　平成２８年３月３１日

科目 金額

本年度資金収支額


