
自治体名：島根県 年度：平成28年度

会計：一般会計等   

貸借対照表(BS) （単位：千円）

科目名

【資産の部】

  固定資産 1,725,390,232

    有形固定資産 1,557,606,054

      事業用資産 540,862,310

        土地 374,890,867

        立木竹 80,592

        建物 301,000,792

        建物減価償却累計額 -161,983,871

        工作物 83,207,665

        工作物減価償却累計額 -59,813,692

        船舶 2,269

        船舶減価償却累計額 -1,111

        浮標等 991,456

        浮標等減価償却累計額 -939,637

        航空機 1,134

        航空機減価償却累計額 -907

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 3,426,754

      インフラ資産 1,009,533,435

        土地 46,810,989

        建物 15,099,256

        建物減価償却累計額 -7,813,317

        工作物 3,889,898,123

        工作物減価償却累計額 -2,965,029,766

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 30,568,150

      物品 33,557,944

      物品減価償却累計額 -26,347,635

    無形固定資産 322,705

      ソフトウェア 322,705

      その他 -

    投資その他の資産 167,461,473

      投資及び出資金 66,321,511

        有価証券 560,036

        出資金 65,761,475

        その他 -

      投資損失引当金 -21,343,005

      長期延滞債権 1,889,722

      長期貸付金 57,504,290

      基金 63,122,871

        減債基金 38,195,518

        その他 24,927,352

      その他 -

      徴収不能引当金 -33,916

  流動資産 46,762,964

    現金預金 21,541,721

    未収金 247,892

    短期貸付金 4,855,352

    基金 20,135,881

      財政調整基金 15,888,235

      減債基金 4,247,646

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -17,883

資産合計 1,772,153,197

報告書（財務諸表）

金額
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自治体名：島根県 年度：平成28年度

会計：一般会計等   

貸借対照表(BS) （単位：千円）

科目名

報告書（財務諸表）

金額

【負債の部】

  固定負債 1,028,337,330

    地方債 888,411,447

    長期未払金 -

    退職手当引当金 114,867,093

    損失補償等引当金 24,770,418

    その他 288,371

  流動負債 118,061,865

    １年内償還予定地方債 108,998,996

    未払金 -

    未払費用 -

    前受金 -

    前受収益 -

    賞与等引当金 7,373,380

    預り金 1,631,567

    その他 57,923

負債合計 1,146,399,194

【純資産の部】

  固定資産等形成分 1,750,381,466

  余剰分（不足分） -1,124,627,464

純資産合計 625,754,002

負債及び純資産合計 1,772,153,197
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自治体名：島根県 年度：平成28年度

会計：一般会計等   

行政コスト計算書(PL) （単位：千円）

科目名

  経常費用 388,402,599

    業務費用 272,750,731

      人件費 122,766,469

        職員給与費 110,371,906

        賞与等引当金繰入額 7,373,380

        退職手当引当金繰入額 13,949

        その他 5,007,234

      物件費等 127,161,679

        物件費 39,450,923

        維持補修費 33,236,535

        減価償却費 54,431,654

        その他 42,566

      その他の業務費用 22,822,583

        支払利息 8,414,671

        徴収不能引当金繰入額 36,044

        その他 14,371,868

    移転費用 115,651,868

      補助金等 108,196,735

      社会保障給付 5,110,054

      他会計への繰出金 -

      その他 2,345,079

  経常収益 16,857,119

    使用料及び手数料 5,462,519

    その他 11,394,600

純経常行政コスト 371,545,480

  臨時損失 1,358,292

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 57,730

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 1,300,562

  臨時利益 1,150,109

    資産売却益 425,603

    その他 724,506

純行政コスト 371,753,663

報告書（財務諸表）

金額
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自治体名：島根県 年度：平成28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 634,081,230 1,775,741,146 -1,141,659,916

  純行政コスト（△） -371,753,663 -371,753,663

  財源 363,168,057 363,168,057

    税収等 291,948,058 291,948,058

    国県等補助金 71,219,999 71,219,999

  本年度差額 -8,585,606 -8,585,606

  固定資産等の変動（内部変動） -25,359,680 25,359,680

    有形固定資産等の増加 35,312,828 -35,312,828

    有形固定資産等の減少 -54,849,098 54,849,098

    貸付金・基金等の増加 60,636,532 -60,636,532

    貸付金・基金等の減少 -66,459,942 66,459,942

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 258,379 258,379

  その他 - -258,379 258,379

  本年度純資産変動額 -8,327,227 -25,359,680 17,032,453

本年度末純資産残高 625,754,002 1,750,381,466 -1,124,627,464

報告書（財務諸表）
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自治体名：島根県 年度：平成28年度

会計：一般会計等   

資金収支計算書(CF) （単位：千円）

科目名

【業務活動収支】

  業務支出 333,668,221

    業務費用支出 218,016,353

      人件費支出 122,522,087

      物件費等支出 72,770,440

      支払利息支出 8,414,671

      その他の支出 14,309,155

    移転費用支出 115,651,868

      補助金等支出 108,196,735

      社会保障給付支出 5,110,054

      他会計への繰出支出 -

      その他の支出 2,345,079

  業務収入 362,525,576

    税収等収入 291,934,336

    国県等補助金収入 56,954,926

    使用料及び手数料収入 5,463,971

    その他の収入 8,172,343

  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 28,857,355

【投資活動収支】

  投資活動支出 95,741,883

    公共施設等整備費支出 35,165,850

    基金積立金支出 13,444,774

    投資及び出資金支出 13,300

    貸付金支出 47,117,959

    その他の支出 -

  投資活動収入 80,346,246

    国県等補助金収入 14,265,073

    基金取崩収入 16,735,183

    貸付金元金回収収入 48,560,674

    資産売却収入 785,317

    その他の収入 -

投資活動収支 -15,395,637

【財務活動収支】

  財務活動支出 119,782,550

    地方債償還支出 119,563,262

    その他の支出 219,288

  財務活動収入 109,006,215

    地方債発行収入 109,006,215

    その他の収入 -

財務活動収支 -10,776,335

本年度資金収支額 2,685,383

前年度末資金残高 17,224,772

本年度末資金残高 19,910,155

前年度末歳計外現金残高 1,486,122

本年度歳計外現金増減額 145,444

本年度末歳計外現金残高 1,631,567

本年度末現金預金残高 21,541,721

報告書（財務諸表）

金額
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