
年度：平成27年度

会計：連結会計   

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 79,316,272   固定負債 45,000,042

    有形固定資産 65,867,326     地方債等 32,153,829

      事業用資産 28,546,936     長期未払金 -

        土地 11,334,236     退職手当引当金 3,009,398

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 34,435,076     その他 9,836,815

        建物減価償却累計額 -17,795,195   流動負債 3,074,254

        工作物 898,291     １年内償還予定地方債等 2,261,007

        工作物減価償却累計額 -840,468     未払金 212,433

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 941

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 248,953

        航空機 -     預り金 54,964

        航空機減価償却累計額 -     その他 295,956

        その他 375,504 負債合計 48,074,296

        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 82,098,681

      インフラ資産 36,707,018   余剰分（不足分） -42,148,829

        土地 2,718,435   他団体出資等分 -

        建物 2,521,571

        建物減価償却累計額 -180,303

        工作物 48,011,698

        工作物減価償却累計額 -18,298,720

        その他 2,847,362

        その他減価償却累計額 -1,025,589

        建設仮勘定 112,564

      物品 1,853,048

      物品減価償却累計額 -1,239,676

    無形固定資産 24,816

      ソフトウェア 23,020

      その他 1,796

    投資その他の資産 13,424,129

      投資及び出資金 214,790

        有価証券 -

        出資金 214,790

        その他 -

      長期延滞債権 497,145

      長期貸付金 131,470

      基金 12,620,816

        減債基金 3,979,547

        その他 8,641,269

      その他 -

      徴収不能引当金 -40,091

  流動資産 8,707,876

    現金預金 5,493,064

    未収金 339,313

    短期貸付金 8,862

    基金 2,773,547

      財政調整基金 2,772,333

      減債基金 1,214

    棚卸資産 58,206

    その他 37,848

    徴収不能引当金 -2,964

  繰延資産 - 純資産合計 39,949,851

資産合計 88,024,148 負債及び純資産合計 88,024,148

報告書（連結財務諸表）



年度：平成27年度

会計：連結会計   

行政コスト計算書(PL) （単位：千円）

報告書（連結財務諸表）

科目名 金額

  経常費用 30,228,257

    業務費用 12,988,040

      人件費 3,003,971

        職員給与費 3,629,285

        賞与等引当金繰入額 60,574

        退職手当引当金繰入額 -940,319

        その他 254,431

      物件費等 9,281,882

        物件費 4,878,141

        維持補修費 1,365,994

        減価償却費 2,426,234

        その他 611,513

      その他の業務費用 702,187

        支払利息 505,470

        徴収不能引当金繰入額 -17,658

        その他 214,374

    移転費用 17,240,217

      補助金等 9,192,499

      社会保障給付 6,829,107

      その他 1,218,611

  経常収益 6,134,066

    使用料及び手数料 2,077,178

    その他 4,056,888

純経常行政コスト 24,094,190

  臨時損失 143,869

    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 -

純行政コスト 23,766,426

    その他 143,869

  臨時利益 471,634

    資産売却益 471,634



年度：平成27年度

会計：連結会計   

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 38,929,306 82,255,850 -43,326,545 -

  純行政コスト（△） -23,766,426 -23,766,426 -

  財源 22,129,484 22,129,484 -

    税収等 16,645,503 16,645,503 -

    国県等補助金 5,483,981 5,483,981 -

  本年度差額 -1,636,942 -1,636,942 -

  固定資産等の変動（内部変動） -157,170 157,170

    有形固定資産等の増加 1,991,105 -1,991,105

    有形固定資産等の減少 -2,623,772 2,623,772

    貸付金・基金等の増加 779,642 -779,642

    貸付金・基金等の減少 -304,145 304,145

  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 2,657,488 - 2,657,488

  本年度純資産変動額 1,020,546 -157,170 1,177,715 -

本年度末純資産残高 39,949,851 82,098,681 -42,148,829 -

報告書（連結財務諸表）



年度：平成27年度

会計：連結会計   

資金収支計算書(CF) （単位：千円）

報告書（連結財務諸表）

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 28,687,831

    業務費用支出 11,447,614

      人件費支出 3,886,030

      物件費等支出 6,570,482

      支払利息支出 505,470

      その他の支出 485,632

    移転費用支出 17,240,217

      補助金等支出 9,192,499

      社会保障給付支出 6,829,107

      その他の支出 1,218,611

  業務収入 30,287,430

    税収等収入 16,641,712

    国県等補助金収入 6,956,581

    使用料及び手数料収入 2,154,603

    その他の収入 4,534,534

  臨時支出 156

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 156

  臨時収入 291,779

業務活動収支 1,891,222

【投資活動収支】

  投資活動支出 2,776,534

    公共施設等整備費支出 2,346,261

    基金積立金支出 320,299

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 109,974

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,088,894

    国県等補助金収入 415,979

    基金取崩収入 122,892

    貸付金元金回収収入 31,536

    資産売却収入 543,349

    その他の収入 -24,861

投資活動収支 -1,687,640

【財務活動収支】

  財務活動支出 3,398,212

    地方債等償還支出 3,396,575

    その他の支出 1,637

  財務活動収入 2,661,747

    地方債等発行収入 2,611,733

    その他の収入 50,014

財務活動収支 -736,465

本年度末資金残高 5,438,758

本年度資金収支額 -532,883

前年度末資金残高 5,971,641

比例連結割合変更に伴う差額 -
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