
年度：平成27年度

会計：全体会計   

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 63,106,822   固定負債 32,092,738

    有形固定資産 49,908,850     地方債等 24,657,254

      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 4,959,973

        建物減価償却累計額 -17,795,195   流動負債 2,089,233

        工作物 898,291     １年内償還予定地方債等 1,643,113

        工作物減価償却累計額 -840,468     未払金 115,421

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 3

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 209,437

        航空機 -     預り金 54,306

        航空機減価償却累計額 -     その他 66,953

        その他 - 負債合計 34,181,970

        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 65,859,638

      インフラ資産 21,400,071   余剰分（不足分） -30,596,090

        土地 2,407,180   他団体出資等分 -

        建物 533,242

        建物減価償却累計額 -180,303

        工作物 35,828,899

        工作物減価償却累計額 -18,298,720

        その他 2,022,797

        その他減価償却累計額 -1,025,589

        建設仮勘定 112,564

      物品 1,749,412

      物品減価償却累計額 -1,239,676

    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 13,174,952

      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 496,213

      長期貸付金 131,470

      基金 12,372,570

        減債基金 3,979,547

        その他 8,393,023

      その他 -

      徴収不能引当金 -40,091

  流動資産 6,338,696

    現金預金 3,341,295

    未収金 202,579

    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 46,643

    その他 -1,674

    徴収不能引当金 -2,964

  繰延資産 - 純資産合計 35,263,547

資産合計 69,445,518 負債及び純資産合計 69,445,518

報告書（連結財務諸表）



年度：平成27年度

会計：全体会計   

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 24,675,945

    業務費用 10,399,225

      人件費 2,424,500

        職員給与費 3,131,391

        賞与等引当金繰入額 33,190

        退職手当引当金繰入額 -989,243

        その他 249,162

      物件費等 7,352,287

        物件費 4,327,339

        維持補修費 1,291,964

        減価償却費 1,668,651

        その他 64,332

      その他の業務費用 622,438

        支払利息 307,895

        徴収不能引当金繰入額 -17,658

        その他 332,201

    移転費用 14,276,720

      補助金等 10,959,250

      社会保障給付 2,129,317

      その他 1,188,154

  経常収益 1,735,514

    使用料及び手数料 716,648

    その他 1,018,866

純経常行政コスト 22,940,431

  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 22,612,666

    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：全体会計   

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 33,874,469 65,189,113 -31,314,644 -

  純行政コスト（△） -22,612,666 -22,612,666 -

  財源 24,001,744 24,001,744 -

    税収等 18,517,763 18,517,763 -

    国県等補助金 5,483,981 5,483,981 -

  本年度差額 1,389,078 1,389,078 -

  固定資産等の変動（内部変動） 670,525 -670,525

    有形固定資産等の増加 1,933,741 -1,933,741

    有形固定資産等の減少 -1,738,448 1,738,448

    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 - -

  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 - - -

  本年度純資産変動額 1,389,078 670,525 718,553 -

本年度末純資産残高 35,263,547 65,859,638 -30,596,090 -

報告書（連結財務諸表）



年度：平成27年度

会計：全体会計   

資金収支計算書(CF) （単位：千円）

      物件費等支出 5,708,580

      支払利息支出

  業務支出 24,005,281

    業務費用支出 9,728,561

      人件費支出 3,383,383

307,895

報告書（連結財務諸表）

科目名 金額

【業務活動収支】

      その他の支出 328,703

    移転費用支出 14,276,720

      補助金等支出 10,959,250

      社会保障給付支出 2,129,317

      その他の支出 1,188,154

  業務収入 24,867,065

    税収等収入 18,513,972

    国県等補助金収入 4,810,000

    使用料及び手数料収入 736,238

    その他の収入 806,855

  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 1,153,407

【投資活動収支】

  投資活動支出 2,114,794

    公共施設等整備費支出 1,719,061

    基金積立金支出 285,759

    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 1,066,372

    国県等補助金収入 415,149

    基金取崩収入 89,231

    貸付金元金回収収入 31,536

    資産売却収入 530,456

    その他の収入 -

投資活動収支 -1,048,421

【財務活動収支】

  財務活動支出 2,795,565

    地方債等償還支出 2,795,565

    その他の支出 -

  財務活動収入 2,582,811

    地方債等発行収入 2,582,811

    その他の収入 -

財務活動収支 -212,754

本年度末資金残高 3,286,989

本年度資金収支額 -107,769

前年度末資金残高 3,394,758

比例連結割合変更に伴う差額 -
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