
【様式第１号】

貸借対照表
（平成31年 3月31日現在）

（単位：円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 51,812,527,055 固定負債 16,274,358,205 

有形固定資産 47,721,451,313 地方債 14,561,174,905 
事業用資産 30,277,381,554 長期未払金 - 

土地 18,557,780,056 退職手当引当金 1,709,181,000 
立木竹 - 損失補償等引当金 - 
建物 30,712,489,485 その他 4,002,300 
建物減価償却累計額 △ 19,331,115,489 流動負債 1,825,692,523 
工作物 1,362,633,906 １年内償還予定地方債 1,565,336,010 
工作物減価償却累計額 △ 1,029,904,892 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 207,843,216 
航空機 - 預り金 36,784,897 
航空機減価償却累計額 - その他 15,728,400 
その他 - 18,100,050,728 
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 5,498,488 固定資産等形成分 53,414,554,932 

インフラ資産 17,320,472,681 余剰分（不足分） △ 17,598,091,798 
土地 12,185,196,799 
建物 438,335,573 
建物減価償却累計額 △ 206,478,515 
工作物 10,600,062,151 
工作物減価償却累計額 △ 5,699,568,824 
その他 - 
その他減価償却累計額 - 
建設仮勘定 2,925,497 

物品 858,631,013 
物品減価償却累計額 △ 735,033,935 

無形固定資産 40,302,214 
ソフトウェア 40,302,214 
その他 - 

投資その他の資産 4,050,773,528 
投資及び出資金 542,984,101 

有価証券 - 
出資金 542,984,101 
その他 - 

投資損失引当金 - 
長期延滞債権 211,470,354 
長期貸付金 - 
基金 3,311,606,643 

減債基金 51,271,263 
その他 3,260,335,380 

その他 - 
徴収不能引当金 △ 15,287,570 

流動資産 2,103,986,807 
現金預金 443,555,084 
未収金 62,874,765 
短期貸付金 - 
基金 1,602,027,877 

財政調整基金 1,602,027,877 
減債基金 - 

棚卸資産 - 
その他 - 
徴収不能引当金 △ 4,470,919 35,816,463,134 

53,916,513,862 53,916,513,862 資産合計

負債合計

純資産合計
負債及び純資産合計

大阪府四條畷市



【様式第２号】

行政コスト計算書
自　平成30年 4月 1日
至　平成31年 3月31日

（単位：円）

金額

経常費用 16,714,905,025 

業務費用 6,916,840,252 

人件費 3,028,752,944 

職員給与費 2,334,480,264 

賞与等引当金繰入額 207,843,216 

退職手当引当金繰入額 127,560,796 

その他 358,868,668 

物件費等 3,603,313,737 

物件費 2,609,923,147 

維持補修費 133,512,846 

減価償却費 859,565,524 

その他 312,220 

その他の業務費用 284,773,571 

支払利息 133,773,704 

徴収不能引当金繰入額 19,758,489 

その他 131,241,378 

移転費用 9,798,064,773 

補助金等 2,929,261,680 

社会保障給付 5,372,177,494 

他会計への繰出金 1,496,205,899 

その他 419,700 

経常収益 497,033,430 

使用料及び手数料 205,286,757 

その他 291,746,673 

純経常行政コスト 16,217,871,595 

臨時損失 16,871,480 

災害復旧事業費 - 

資産除売却損 16,800,150 

投資損失引当金繰入額 - 

損失補償等引当金繰入額 - 

その他 71,330 

臨時利益 5,397,563 

資産売却益 5,397,563 

その他 - 

純行政コスト 16,229,345,512 

科目

大阪府四條畷市



【様式第３号】

純資産変動計算書
自　平成30年 4月 1日
至　平成31年 3月31日

（単位：円）

固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）

前年度末純資産残高 34,740,992,322 52,303,170,110 △ 17,562,177,788 

純行政コスト（△） △ 16,229,345,512 △ 16,229,345,512 

財源 17,269,458,607 17,269,458,607 

税収等 12,269,302,999 12,269,302,999 

国県等補助金 5,000,155,608 5,000,155,608 

本年度差額 1,040,113,095 1,040,113,095 

固定資産等の変動（内部変動） 1,076,027,105 △ 1,076,027,105 

有形固定資産等の増加 1,344,972,721 △ 1,344,972,721 

有形固定資産等の減少 △ 890,089,991 890,089,991 

貸付金・基金等の増加 1,063,229,353 △ 1,063,229,353 

貸付金・基金等の減少 △ 442,084,978 442,084,978 

資産評価差額 - - 

無償所管換等 35,357,717 35,357,717 

その他 - - - 

本年度純資産変動額 1,075,470,812 1,111,384,822 △ 35,914,010 

本年度末純資産残高 35,816,463,134 53,414,554,932 △ 17,598,091,798 

科目 合計

大阪府四條畷市



【様式第４号】

資金収支計算書
自　平成30年 4月 1日
至　平成31年 3月31日

（単位：円）

金額

【業務活動収支】
業務支出 15,781,068,298 

業務費用支出 5,983,003,525 
人件費支出 2,991,981,862 
物件費等支出 2,746,052,850 
支払利息支出 133,773,704 
その他の支出 111,195,109 

移転費用支出 9,798,064,773 
補助金等支出 2,929,261,680 
社会保障給付支出 5,372,177,494 
他会計への繰出支出 1,496,205,899 
その他の支出 419,700 

業務収入 17,684,929,194 
税収等収入 12,295,053,416 
国県等補助金収入 4,905,216,622 
使用料及び手数料収入 203,636,332 
その他の収入 281,022,824 

臨時支出 - 
災害復旧事業費支出 - 
その他の支出 - 

臨時収入 71,459,986 
業務活動収支 1,975,320,882 
【投資活動収支】

投資活動支出 2,164,847,882 
公共施設等整備費支出 1,330,192,696 
基金積立金支出 694,655,186 
投資及び出資金支出 140,000,000 
貸付金支出 - 
その他の支出 - 

投資活動収入 212,607,522 
国県等補助金収入 23,479,000 
基金取崩収入 183,008,522 
貸付金元金回収収入 - 
資産売却収入 6,120,000 
その他の収入 - 

投資活動収支 △ 1,952,240,360 
【財務活動収支】

財務活動支出 1,928,491,204 
地方債償還支出 1,912,762,804 
その他の支出 15,728,400 

財務活動収入 1,913,200,000 
地方債発行収入 1,913,200,000 
その他の収入 - 

財務活動収支 △ 15,291,204 
本年度資金収支額 7,789,318 
前年度末資金残高 398,980,869 
本年度末資金残高 406,770,187 

前年度末歳計外現金残高 33,233,955 
本年度歳計外現金増減額 3,550,942 
本年度末歳計外現金残高 36,784,897 
本年度末現金預金残高 443,555,084 

科目

大阪府四條畷市


