
久留米市（全体） 【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 504,273,572   固定負債 257,863,902

    有形固定資産 471,650,378     地方債等 196,255,037

      事業用資産 227,557,326     長期未払金 -

        土地 120,060,268     退職手当引当金 16,180,009

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 190,712,231     その他 45,428,856

        建物減価償却累計額 -88,835,275   流動負債 24,696,119

        工作物 19,364,323     １年内償還予定地方債等 20,016,825

        工作物減価償却累計額 -14,058,755     未払金 2,830,042

        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 1,169,052

        航空機 -     預り金 617,379

        航空機減価償却累計額 -     その他 62,820

        その他 - 負債合計 282,560,021

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 314,534   固定資産等形成分 511,510,656

      インフラ資産 242,089,027   余剰分（不足分） -270,046,737

        土地 36,392,332   他団体出資等分 -

        建物 10,436,707

        建物減価償却累計額 -2,892,224

        工作物 286,059,028

        工作物減価償却累計額 -102,950,442

        その他 16,465,972

        その他減価償却累計額 -6,900,418

        建設仮勘定 5,478,071

      物品 5,595,378

      物品減価償却累計額 -3,591,353

    無形固定資産 289,484

      ソフトウェア 288,207

      その他 1,277

    投資その他の資産 32,333,710

      投資及び出資金 7,070,861

        有価証券 1,075,197

        出資金 142,676

        その他 5,852,988

      長期延滞債権 2,970,590

      長期貸付金 967,991

      基金 19,664,994

        減債基金 1,883,906

        その他 17,781,088

      その他 2,118,938

      徴収不能引当金 -459,664

  流動資産 19,750,368

    現金預金 7,794,806

    未収金 3,781,913

    短期貸付金 64,770

    基金 7,172,314

      財政調整基金 7,172,314

      減債基金 -

    棚卸資産 20,532

    その他 945,432

    徴収不能引当金 -29,400

  繰延資産 - 純資産合計 241,463,919

資産合計 524,023,940 負債及び純資産合計 524,023,940

連結貸借対照表
（平成29年3月31日現在）



久留米市（全体） 【様式第2号】

（単位：千円）

    資産売却益 489,711

    その他 2,514

純行政コスト 166,279,204

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 19,126

  臨時利益 492,225

  臨時損失 240,292

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 221,166

    使用料及び手数料 11,859,529

    その他 15,323,095

純経常行政コスト 166,531,138

      社会保障給付 29,474,312

      その他 501,443

  経常収益 27,182,623

        その他 11,072,612

    移転費用 114,686,654

      補助金等 84,710,899

      その他の業務費用 13,350,556

        支払利息 2,359,397

        徴収不能引当金繰入額 -81,452

        維持補修費 2,024,819

        減価償却費 12,812,610

        その他 11,744

        その他 723,185

      物件費等 48,525,106

        物件費 33,675,934

        職員給与費 15,281,146

        賞与等引当金繰入額 1,142,896

        退職手当引当金繰入額 4,219

  経常費用 193,713,762

    業務費用 79,027,107

      人件費 17,151,446

連結行政コスト計算書
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（全体） 【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) 他団体出資等分

前年度末純資産残高 239,540,625 509,467,956 -269,927,331 -

  純行政コスト（△） -166,279,204 -166,279,204 -

  財源 168,028,379 168,028,379 -

    税収等 107,996,424 107,996,424 -

    国県等補助金 60,031,955 60,031,955 -

  本年度差額 1,749,175 1,749,175 -

  固定資産等の変動（内部変動） 1,868,580 -1,868,580

    有形固定資産等の増加 15,964,506 -15,964,506

    有形固定資産等の減少 -12,932,534 12,932,534

    貸付金・基金等の増加 6,031,248 -6,031,248

    貸付金・基金等の減少 -7,194,639 7,194,639

  資産評価差額 32,857 32,857

  無償所管換等 141,263 141,263

  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 1,923,294 2,042,700 -119,405 -

本年度末純資産残高 241,463,919 511,510,656 -270,046,737 -

連結純資産変動計算書
自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日



久留米市（全体） 【様式第4号】

（単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 623,856

本年度歳計外現金増減額 -6,478

本年度末歳計外現金残高 617,379

本年度末現金預金残高 7,794,806

財務活動収支 759,411

本年度資金収支額 980,817

前年度末資金残高 6,196,611

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 7,177,428

    地方債等償還支出 16,037,243

    その他の支出 15,660

  財務活動収入 16,812,314

    地方債等発行収入 16,390,105

    その他の収入 422,209

    資産売却収入 660,472

    その他の収入 -

投資活動収支 -9,845,731

【財務活動収支】

  財務活動支出 16,052,903

    その他の支出 -

  投資活動収入 12,150,022

    国県等補助金収入 4,798,506

    基金取崩収入 3,622,541

    貸付金元金回収収入 3,068,504

  投資活動支出 21,995,753

    公共施設等整備費支出 15,964,506

    基金積立金支出 3,022,150

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 3,009,098

    災害復旧事業費支出 19,126

    その他の支出 -

  臨時収入 2,514

業務活動収支 10,067,137

【投資活動収支】

    税収等収入 108,221,640

    国県等補助金収入 55,233,449

    使用料及び手数料収入 11,670,556

    その他の収入 15,321,813

  臨時支出 19,126

    移転費用支出 114,686,654

      補助金等支出 84,710,899

      社会保障給付支出 29,474,312

      その他の支出 501,443

  業務収入 190,447,458

    業務費用支出 65,677,056

      人件費支出 17,048,169

      物件費等支出 35,198,053

      支払利息支出 2,359,397

      その他の支出 11,071,437

連結資金収支計算書
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 180,363,710


