
（単位：百万円）

【資産の部】 【負債の部】

固定資産 168,279 固定負債 61,034

有形固定資産 157,481 地方債 53,648

事業用資産 89,658 長期未払金 0

土地 49,886 退職手当引当金 7,386

立木竹 0 損失補償等引当金 0

建物 103,250 その他 0

建物減価償却累計額 △ 63,994 流動負債 7,056

工作物 390 1年内償還予定地方債 6,576

工作物減価償却累計額 △ 17 未払金 0

船舶 0 未払費用 0

船舶減価償却累計額 0 前受金 0

浮標等 0 前受収益 0

浮標等減価償却累計額 0 賞与等引当金 480

航空機 0 預り金 0

航空機減価償却累計額 0 その他 0

その他 0 68,090

その他減価償却累計額 0 【純資産の部】

建設仮勘定 143 固定資産等形成分 183,171

インフラ資産 66,245 余剰分（不足分） △ 66,667

土地 7,241

建物 306

建物減価償却累計額 △ 150

工作物 137,300

工作物減価償却累計額 △ 78,792

その他 0

その他減価償却累計額 0

建設仮勘定 340

物品 5,403

物品減価償却累計額 △ 3,825

無形固定資産 0

ソフトウェア 0

その他 0

投資その他の資産 10,798

投資及び出資金 1,842

有価証券 333

出資金 1,509

その他 0

投資損失引当金 △ 95

長期延滞債権 682

長期貸付金 764

基金 7,642

減債基金 0

その他 7,642

その他 0

徴収不能引当金 △ 37

流動資産 16,314

現金預金 1,287

未収金 136

短期貸付金 0

基金 14,892

財政調整基金 12,184

減債基金 2,708

棚卸資産 0

その他 0

徴収不能引当金 △ 1 116,504

184,593 184,593

※

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

負債合計

純資産合計

資産合計 負債及び純資産合計

平成28年度　豊岡市一般会計等貸借対照表

平成28年度　豊岡市一般会計等貸借対照表平成28年度　豊岡市一般会計等貸借対照表

平成28年度　豊岡市一般会計等貸借対照表

（平成２９年３月３１日現在）

科目 金額 科目 金額

○貸借対照表（バランスシート）

平成28年度末時点での豊岡市の資産や負債の状況が分かります。

【資産の部】

これまでに整備された社会資本及び基金等の財産が計上されています。

【負債の部】

資産を賄うための財源の内、将来世代の負担することになる分が計上されています。

【純資産の部】

資産を賄うための財源の内、現在までの世代または国や県が負担した分が計上されています。



（単位：百万円）

経常費用 41,995

※

業務費用 21,703

※

人件費 8,503

職員給与費 5,845

賞与等引当金繰入額 492

退職手当引当金繰入額 1,210

その他 956

物件費等 12,537

※

物件費 6,616

維持補修費 633

減価償却費 5,276

その他 11

その他の業務費用 663

※

支払利息 566

徴収不能引当金繰入額 1

その他 95

移転費用 20,292

補助金等 11,492

社会保障給付 6,303

他会計への繰出金 2,489

その他 8

経常収益 3,012

使用料及び手数料 977

その他 2,035

純経常行政コスト △ 38,983

臨時損失 149

災害復旧事業費 -

資産除売却損 117

投資損失引当金繰入額 -

損失補償等引当金繰入額 -

その他 32

臨時利益 62

※

資産売却益 16

その他 47

純行政コスト △ 39,070

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

平成28年度　豊岡市一般会計等行政コスト計算書平成28年度　豊岡市一般会計等行政コスト計算書平成28年度　豊岡市一般会計等行政コスト計算書平成28年度　豊岡市一般会計等行政コスト計算書
自　平成２８年４月１日　

至　平成２９年３月３１日

科目

金額

○行政コスト計算書 ※損益計算書に相当します。

1年間の行政運営に伴う費用と収益の取引高が分かります。



（単位：百万円）

前年度末純資産残高 103,576 161,546 △ 57,970

純行政コスト（△） △ 39,070 △ 39,070

財源 38,767 38,767

税収等 31,405 31,405

国県等補助金 7,362 7,362

本年度差額 △ 303 △ 303

固定資産等の変動（内部変動） 8,395 △ 8,395

有形固定資産等の増加 18,834 △ 18,834

有形固定資産等の減少 △ 12,296 12,296

貸付金・基金等の増加 2,427 △ 2,427

貸付金・基金等の減少 △ 570 570

資産評価差額 - -

無償所管換等 13,231 13,231

その他 - - -

本年度純資産変動額 12,928 21,625

※

△ 8,698

本年度末純資産残高 116,504

※

183,171 △ 66,667

※

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

平成28年度　豊岡市一般会計等純資産変動計算書

平成28年度　豊岡市一般会計等純資産変動計算書平成28年度　豊岡市一般会計等純資産変動計算書

平成28年度　豊岡市一般会計等純資産変動計算書

自　平成２８年４月１日　

至　平成２９年３月３１日

科目 合計

固定資産

等形成分

余剰分

（不足分）

○純資産変動計算書 ※株主資本等変動計算書に相当します。

1年間の純資産が、どのように増減したかが分かります。



（単位：百万円）

【業務活動収支】

業務支出 36,535

業務費用支出 15,694

人件費支出 7,166

物件費等支出 7,277

支払利息支出 566

その他の支出 685

移転費用支出 20,841

補助金等支出 12,041

社会保障給付支出 6,303

他会計への繰出支出 2,489

その他の支出 8

業務収入 41,436

税収等収入 31,379

国県等補助金収入 6,438

使用料及び手数料収入 978

その他の収入 2,641

臨時支出 115

災害復旧事業費支出 -

その他の支出 115

臨時収入 0

業務活動収支 4,785

※

【投資活動収支】

投資活動支出 6,214

公共施設等整備費支出 3,486

基金積立金支出 2,685

投資及び出資金支出 20

貸付金支出 23

その他の支出 -

投資活動収入 1,863

国県等補助金収入 924

基金取崩収入 855

貸付金元金回収収入 30

資産売却収入 54

その他の収入 -

投資活動収支 △ 4,350

※

【財務活動収支】

財務活動支出 6,116

地方債償還支出 6,116

その他の支出 -

財務活動収入 5,880

地方債発行収入 5,880

その他の収入 -

財務活動収支 △ 236

199

1,088

1,287

前年度末歳計外現金残高 0

本年度歳計外現金増減額 -

本年度末歳計外現金残高 0

本年度末現金預金残高 1,287

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

前年度末資金残高

本年度末資金残高

平成28年度　豊岡市一般会計等資金収支計算書

平成28年度　豊岡市一般会計等資金収支計算書平成28年度　豊岡市一般会計等資金収支計算書

平成28年度　豊岡市一般会計等資金収支計算書

自　平成２８年４月１日　

至　平成２９年３月３１日

科目 金額

本年度資金収支額

○資金収支計算書 ※キャッシュ・フロー計算書に相当し

ます。

1年間の現金の収支が、どのような理由で増減したかが分

かります。


