
久留米市（一般会計等） 【様式第1号】

（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 362,806,013   固定負債 146,680,078

    有形固定資産 307,169,594     地方債 131,307,986

      事業用資産 212,117,392     長期未払金 -

        土地 107,068,022     退職手当引当金 15,244,303

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 184,751,648     その他 127,789

        建物減価償却累計額 -84,812,092   流動負債 13,358,716

        工作物 17,669,735     １年内償還予定地方債 11,752,126

        工作物減価償却累計額 -12,871,195     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 1,017,484

        航空機 -     預り金 589,106

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 160,038,794

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 311,274   固定資産等形成分 370,514,034

      インフラ資産 93,214,037   余剰分（不足分） -157,369,811

        土地 30,064,626

        建物 3,267,389

        建物減価償却累計額 -1,539,189

        工作物 133,144,700

        工作物減価償却累計額 -72,474,223

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 750,733

      物品 5,142,311

      物品減価償却累計額 -3,304,146

    無形固定資産 288,207

      ソフトウェア 288,207

      その他 -

    投資その他の資産 55,348,212

      投資及び出資金 34,854,516

        有価証券 1,075,197

        出資金 142,676

        その他 33,636,643

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 1,918,634

      長期貸付金 967,991

      基金 15,625,283

        減債基金 1,883,906

        その他 13,741,378

      その他 2,118,938

      徴収不能引当金 -137,150

  流動資産 10,377,004

    現金預金 2,106,196

    未収金 542,254

    短期貸付金 64,770

    基金 7,643,251

      財政調整基金 7,643,251

      減債基金 -

    棚卸資産 20,532

    その他 -

    徴収不能引当金 - 純資産合計 213,144,224

資産合計 373,183,017 負債及び純資産合計 373,183,017

貸借対照表
（平成29年3月31日現在）



久留米市（一般会計等） 【様式第2号】

（単位：千円）

    その他 -

純行政コスト 107,781,694

    その他 -

  臨時利益 487,284

    資産売却益 487,284

    資産除売却損 62,707

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

純経常行政コスト 108,206,271

  臨時損失 62,707

    災害復旧事業費 -

  経常収益 4,147,117

    使用料及び手数料 2,693,426

    その他 1,453,691

      社会保障給付 29,462,436

      他会計への繰出金 10,725,296

      その他 146,337

        その他 546,897

    移転費用 59,115,802

      補助金等 18,781,733

      その他の業務費用 1,626,356

        支払利息 1,123,847

        徴収不能引当金繰入額 -44,387

        維持補修費 1,402,032

        減価償却費 7,751,055

        その他 -

        その他 700,829

      物件費等 36,054,670

        物件費 26,901,583

        職員給与費 13,834,027

        賞与等引当金繰入額 1,017,484

        退職手当引当金繰入額 4,219

  経常費用 112,353,387

    業務費用 53,237,585

      人件費 15,556,559

行政コスト計算書
自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日

科目名 金額



久留米市（一般会計等） 【様式第3号】

（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 214,210,589 372,125,412 -157,914,823

  純行政コスト（△） -107,781,694 -107,781,694

  財源 106,543,076 106,543,076

    税収等 71,178,777 71,178,777

    国県等補助金 35,364,299 35,364,299

  本年度差額 -1,238,618 -1,238,618

  固定資産等の変動（内部変動） -1,783,631 1,783,631

    有形固定資産等の増加 7,393,114 -7,393,114

    有形固定資産等の減少 -7,731,064 7,731,064

    貸付金・基金等の増加 5,236,109 -5,236,109

    貸付金・基金等の減少 -6,681,790 6,681,790

  資産評価差額 32,857 32,857

  無償所管換等 139,396 139,396

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -1,066,365 -1,611,378 545,013

本年度末純資産残高 213,144,224 370,514,034 -157,369,811

純資産変動計算書
自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日



久留米市（一般会計等） 【様式第4号】

（単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 589,226

本年度歳計外現金増減額 -120

本年度末歳計外現金残高 589,106

本年度末現金預金残高 2,106,196

    その他の収入 -

財務活動収支 -1,547,173

本年度資金収支額 -235,743

前年度末資金残高 1,752,834

本年度末資金残高 1,517,091

  財務活動支出 11,834,878

    地方債償還支出 11,819,859

    その他の支出 15,020

  財務活動収入 10,287,705

    地方債発行収入 10,287,705

    貸付金元金回収収入 3,068,504

    資産売却収入 657,284

    その他の収入 -

投資活動収支 -2,790,740

【財務活動収支】

    貸付金支出 3,009,098

    その他の支出 -

  投資活動収入 9,838,483

    国県等補助金収入 2,517,297

    基金取崩収入 3,595,398

【投資活動収支】

  投資活動支出 12,629,223

    公共施設等整備費支出 7,393,114

    基金積立金支出 2,227,012

    投資及び出資金支出 -

  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 4,102,170

  業務収入 108,340,166

    税収等収入 71,347,329

    国県等補助金収入 32,847,002

    使用料及び手数料収入 2,693,426

    その他の収入 1,452,409

    移転費用支出 59,115,802

      補助金等支出 18,781,733

      社会保障給付支出 29,462,436

      他会計への繰出支出 10,725,296

      その他の支出 146,337

    業務費用支出 45,122,193

      人件費支出 15,529,154

      物件費等支出 27,923,471

      支払利息支出 1,123,847

      その他の支出 545,722

資金収支計算書
自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 104,237,995


