
年度：平成27年度

会計：一般会計等   

貸借対照表(BS) （単位：千円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 52,201,439   固定負債 22,969,799

    有形固定資産 39,357,884     地方債 20,331,714

      事業用資産 27,999,043     長期未払金 -

        土地 11,296,885     退職手当引当金 2,475,510

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 34,300,039     その他 162,575

        建物減価償却累計額 -17,795,195   流動負債 1,736,467

        工作物 898,291     １年内償還予定地方債 1,430,813

        工作物減価償却累計額 -840,468     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 201,920

        航空機 -     預り金 54,306

        航空機減価償却累計額 -     その他 49,428

        その他 - 負債合計 24,706,266

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 139,492   固定資産等形成分 54,954,255

      インフラ資産 10,883,003   余剰分（不足分） -23,637,319

        土地 2,049,749

        建物 130,241

        建物減価償却累計額 -101,646

        工作物 22,718,094

        工作物減価償却累計額 -13,943,620

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 30,185

      物品 1,648,885

      物品減価償却累計額 -1,173,046

    無形固定資産 23,020

      ソフトウェア 23,020

      その他 -

    投資その他の資産 12,820,535

      投資及び出資金 214,790

        有価証券 -

        出資金 214,790

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 295,740

      長期貸付金 131,470

      基金 12,212,041

        減債基金 3,979,547

        その他 8,232,494

      その他 -

      徴収不能引当金 -33,507

  流動資産 3,821,762

    現金預金 1,011,360

    未収金 59,261

    短期貸付金 8,862

    基金 2,743,953

      財政調整基金 2,743,953

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -1,674

    徴収不能引当金 - 純資産合計 31,316,936

資産合計 56,023,202 負債及び純資産合計 56,023,202

報告書（財務諸表）



年度：平成27年度

会計：一般会計等   

行政コスト計算書(PL) （単位：千円）

純行政コスト 15,530,798

  臨時利益 278,735

    資産売却益 278,735

    その他 -

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 143,713

  臨時損失 143,713

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 -

    使用料及び手数料 148,428

    その他 656,943

純経常行政コスト 15,665,820

      他会計への繰出金 2,113,756

      その他 48,457

  経常収益 805,370

    移転費用 7,111,528

      補助金等 2,820,200

      社会保障給付 2,129,117

        支払利息 230,173

        徴収不能引当金繰入額 35,181

        その他 72,925

        減価償却費 1,310,021

        その他 4,176

      その他の業務費用 338,278

      物件費等 6,698,003

        物件費 4,121,185

        維持補修費 1,262,620

        賞与等引当金繰入額 33,477

        退職手当引当金繰入額 -989,243

        その他 220,508

    業務費用 9,359,662

      人件費 2,323,381

        職員給与費 3,058,639

報告書（財務諸表）

科目名 金額

  経常費用 16,471,190



年度：平成27年度

会計：一般会計等   

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 30,378,859 54,557,836 -24,178,978

  純行政コスト（△） -15,530,798 -15,530,798

  財源 16,468,875 16,468,875

    税収等 13,463,032 13,463,032

    国県等補助金 3,005,842 3,005,842

  本年度差額 938,077 938,077

  固定資産等の変動（内部変動） 396,418 -396,418

    有形固定資産等の増加 1,231,208 -1,231,208

    有形固定資産等の減少 -1,310,021 1,310,021

    貸付金・基金等の増加 778,428 -778,428

    貸付金・基金等の減少 -303,196 303,196

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 - -

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 938,077 396,418 541,659

本年度末純資産残高 31,316,936 54,954,255 -23,637,319

報告書（財務諸表）



年度：平成27年度

会計：一般会計等   

資金収支計算書(CF) （単位：千円）

本年度末資金残高 957,054

財務活動収支 -32,872

本年度資金収支額 275,237

前年度末資金残高 681,817

  財務活動収入 2,351,611

    地方債発行収入 2,351,611

    その他の収入 -

  財務活動支出 2,384,483

    地方債償還支出 2,384,483

    その他の支出 -

    その他の収入 -

投資活動収支 -459,455

【財務活動収支】

    基金取崩収入 80,164

    貸付金元金回収収入 31,536

    資産売却収入 278,735

    その他の支出 -

  投資活動収入 772,637

    国県等補助金収入 382,202

    基金積立金支出 252,286

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 109,974

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,232,092

    公共施設等整備費支出 869,832

    その他の支出 -

  臨時収入 291,779

業務活動収支 767,564

    その他の収入 647,928

  臨時支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    税収等収入 13,467,580

    国県等補助金収入 2,331,861

    使用料及び手数料収入 149,615

      他会計への繰出支出 2,113,756

      その他の支出 48,457

  業務収入 16,596,984

    移転費用支出 7,111,528

      補助金等支出 2,820,200

      社会保障給付支出 2,129,117

      物件費等支出 5,430,988

      支払利息支出 230,173

      その他の支出 69,364

  業務支出 16,121,199

    業務費用支出 9,009,671

      人件費支出 3,279,147

報告書（財務諸表）

科目名 金額

【業務活動収支】


	貸借対照表(BS)
	行政コスト計算書(PL)
	純資産変動計算書(NW)
	資金収支計算書(CF)

