
自治体名：京都府 年度：平成28年度

会計：全体会計   

貸借対照表(BS) （単位：百万円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 2,828,335   固定負債 2,371,938

    有形固定資産 2,489,125     地方債等 2,148,855

      事業用資産 638,867     長期未払金 342

        土地 456,640     退職手当引当金 204,788

        立木竹 18,416     損失補償等引当金 896

        建物 515,372     その他 17,057

        建物減価償却累計額 -359,513   流動負債 90,067

        工作物 2,393     １年内償還予定地方債等 65,415

        工作物減価償却累計額 -630     未払金 1,637

        船舶 3,761     未払費用 3,045

        船舶減価償却累計額 -2,457     前受金 146

        建設仮勘定 4,886     前受収益 74

      インフラ資産 1,820,526     賞与等引当金 14,551

        土地 416,551     預り金 3,327

        建物 13,181     その他 1,873

        建物減価償却累計額 -9,742 負債合計 2,462,003

        工作物 4,758,377 【純資産の部】

        工作物減価償却累計額 -3,403,168   固定資産等形成分 2,864,913

        その他 30,485   余剰分（不足分） -2,442,642

        その他減価償却累計額 -21,172

        建設仮勘定 36,014

      物品 56,957

      物品減価償却累計額 -27,223

    無形固定資産 26,130

      ソフトウェア 877

      その他 25,253

    投資その他の資産 313,080

      投資及び出資金 135,179

        出資金 135,179

      長期延滞債権 4,341

      長期貸付金 47,744

      基金 147,987

        減債基金 110,449

        その他 37,538

      その他 66

      徴収不能引当金 -274

  流動資産 55,940

    現金預金 16,172

    未収金 2,971

    短期貸付金 2,432

    基金 34,147

      財政調整基金 21

      減債基金 34,126

    棚卸資産 32

    その他 362

    徴収不能引当金 -175

純資産合計 422,271

資産合計 2,884,274 負債及び純資産合計 2,884,274

報告書（財務書類）



自治体名：京都府 年度：平成28年度

会計：全体会計   

行政コスト計算書(PL) （単位：百万円）

14,437

232,066

274,590

478,506

104,704

19,522

47,365

172,403

7,855

20,232

1,141

813

24,812

19,567

44,380

6,132

13,845

288,534

308,511

9,644

379

21,490

31,512

742,638

    その他
32

純行政コスト
743,464

283

314

    その他

  臨時利益

    資産売却益

    災害復旧事業費

    資産除売却損

    損失補償等引当金繰入額

226

97

93

725

    その他

純経常行政コスト

  臨時損失

      その他

  経常収益

    使用料及び手数料

    移転費用

      補助金等

      社会保障給付

        支払利息

        徴収不能引当金繰入額

        その他

        減価償却費

        その他

      その他の業務費用

      物件費等

        物件費

        維持補修費

        賞与等引当金繰入額

        退職手当引当金繰入額

        その他

    業務費用

      人件費

        職員給与費

  経常費用
787,017

報告書（財務書類）

科目名 金額



自治体名：京都府 年度：平成28年度

会計：全体会計   

純資産変動計算書(NW) （単位：百万円）

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
531,683 2,925,876 -2,394,193

  純行政コスト（△）
-743,464 - -743,464

  財源
638,014 - 638,014

    税収等
550,645 - 550,645

    国県等補助金
87,369 - 87,369

  本年度差額
-105,451 - -105,451

  固定資産等の変動（内部変動）
-61,361 61,361

    有形固定資産等の増加
34,186 -34,186

    有形固定資産等の減少
-106,835 106,835

    貸付金・基金等の増加
272,032 -272,032

    貸付金・基金等の減少
-260,743 260,743

  資産評価差額
-331 -331

  無償所管換等
1,440 1,440

  その他
-5,069 -710 -4,358

  本年度純資産変動額
-109,411 -60,962 -48,449

本年度末純資産残高
422,271 2,864,913 -2,442,642

報告書（財務書類）



自治体名：京都府 年度：平成28年度

会計：全体会計   

資金収支計算書(CF) （単位：百万円）

11,754

21,332

2,839

25,446

19,752

60,011

549,110

654,319

34,211

6,132

13,861

288,534

308,528

169,226

-

101,402

746

51,281

187,639

-41,397

1,055

2,115

725

26,658

235,829

236,379

1,455

176,746

178,201

-18,414

749

325

101,970

39,524

3,540

本年度末資金残高

前年度末歳計外現金残高

本年度歳計外現金増減額

本年度資金収支額

前年度末資金残高

本年度末歳計外現金残高 3,454

本年度末現金預金残高 16,172

-86

12,717

14,349

-1,631

58,179

550

財務活動収支

    地方債等償還支出

    その他の支出

  財務活動収入

投資活動収支

【財務活動収支】

  財務活動支出

    投資及び出資金支出

    貸付金支出

    その他の支出

    地方債等発行収入

    その他の収入

    貸付金元金回収収入

    資産売却収入

    その他の収入

  投資活動収入

    国県等補助金収入

    基金取崩収入

【業務活動収支】

  投資活動支出

    公共施設等整備費支出

    基金積立金支出

  臨時収入

業務活動収支

【投資活動収支】

  臨時支出

    災害復旧事業費支出

    その他の支出

    国県等補助金収入

    使用料及び手数料収入

    その他の収入

      その他の支出

  業務収入

    税収等収入

報告書（財務書類）

    移転費用支出

      補助金等支出

      社会保障給付支出

      物件費等支出

      支払利息支出

      その他の支出

  業務支出

    業務費用支出

      人件費支出

68,326

283,991

385,403

693,931

科目名 金額



会計名

収益事業特別会計
地域開発事業特別会計
港湾事業特別会計
電気事業会計
水道事業会計
病院事業会計
工業用水道事業会計

注 記（全体財務書類）

１ 重要な会計方針

（１）作成方法

　一般会計等財務書類と同様の基準に基づき、一般会計等に一部の特別会計
（流域下水道事業特別会計は、地方公営企業法の財務規定等適用に向けての作
業を実施しているところであり、対象範囲から除外しています。）及び公営企
業会計を加えて作成しています。

（２）対象会計範囲

一般会計等の会計区分に加え、次の会計を対象としています。


