
【様式第１号】

全体貸借対照表
（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 80,703,929,124 固定負債 39,929,003,737 

有形固定資産 74,765,854,328 地方債等 26,610,424,202 
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 1,782,310,873 
立木竹 - 損失補償等引当金 - 
建物 30,712,489,485 その他 11,536,268,662 
建物減価償却累計額 △ 19,331,115,489 流動負債 3,675,558,816 
工作物 1,362,633,906 １年内償還予定地方債等 3,082,251,395 
工作物減価償却累計額 △ 1,029,904,892 未払金 223,397,954 
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 218,011,408 
航空機 - 預り金 36,784,897 
航空機減価償却累計額 - その他 115,113,162 
その他 - 43,604,562,553 
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 82,305,957,001 

インフラ資産 44,109,371,224 余剰分（不足分） △ 42,349,444,209 
土地 14,142,461,735 
建物 1,203,099,713 
建物減価償却累計額 △ 458,490,254 
工作物 43,062,309,541 
工作物減価償却累計額 △ 13,921,397,713 
その他 - 
その他減価償却累計額 - 
建設仮勘定 81,388,202 

物品 1,568,068,689 
物品減価償却累計額 △ 1,188,967,139 

無形固定資産 1,764,992,016 
ソフトウェア 40,302,214 
その他 1,724,689,802 

投資その他の資産 4,173,082,780 
投資及び出資金 42,984,101 

有価証券 - 
出資金 42,984,101 
その他 - 

投資損失引当金 - 
長期延滞債権 390,488,251 
長期貸付金 - 
基金 3,775,943,898 

減債基金 51,271,263 
その他 3,724,672,635 

その他 - 
徴収不能引当金 △ 36,333,470 

流動資産 2,857,146,221 
現金預金 1,057,149,758 
未収金 113,866,547 
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 637,670 
その他 99,359,953 
徴収不能引当金 △ 15,895,584 

繰延資産 - 39,956,512,792 
83,561,075,345 83,561,075,345 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】

全体行政コスト計算書
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 23,770,166,458 

業務費用 8,624,216,338 

人件費 3,141,638,406 

職員給与費 2,435,557,194 

賞与等引当金繰入額 216,402,408 

退職手当引当金繰入額 130,710,636 

その他 358,968,168 

物件費等 4,822,485,745 

物件費 2,840,290,333 

維持補修費 133,512,846 

減価償却費 1,848,162,048 

その他 520,518 

その他の業務費用 660,092,187 

支払利息 385,867,437 

徴収不能引当金繰入額 51,156,714 

その他 223,068,036 

移転費用 15,145,950,120 

補助金等 9,773,346,326 

社会保障給付 5,372,177,494 

他会計への繰出金 - 

その他 426,300 

経常収益 1,181,392,765 

使用料及び手数料 875,903,167 

その他 305,489,598 

純経常行政コスト 22,588,773,693 

臨時損失 16,936,566 

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 136,416 

臨時利益 27,266,170 

資産売却益 5,397,563 

その他 21,868,607 

純行政コスト 22,578,444,089 

科目

大阪府四條畷市



【様式第３号】

全体純資産変動計算書
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 38,626,429,828 81,880,545,979 △ 43,254,116,151 

純行政コスト（△） △ 22,578,444,089 △ 22,578,444,089 

財源 23,627,595,141 23,627,595,141 

税収等 14,109,153,156 14,109,153,156 

国県等補助金 9,518,441,985 9,518,441,985 

本年度差額 1,049,151,052 1,049,151,052 

固定資産等の変動（内部変動） 187,319,365 △ 187,319,365 

有形固定資産等の増加 1,650,715,766 △ 1,650,715,766 

有形固定資産等の減少 △ 2,090,999,530 2,090,999,530 

貸付金・基金等の増加 1,270,314,255 △ 1,270,314,255 

貸付金・基金等の減少 △ 642,711,126 642,711,126 

資産評価差額 - - 

無償所管換等 238,091,657 238,091,657 

その他 42,840,255 0 42,840,255 

本年度純資産変動額 1,330,082,964 425,411,022 904,671,942 

本年度末純資産残高 39,956,512,792 82,305,957,001 △ 42,349,444,209 

科目 合計

大阪府四條畷市



【様式第４号】

全体資金収支計算書
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 21,775,202,226 

業務費用支出 6,623,970,347 
人件費支出 3,104,867,577 
物件費等支出 2,948,316,344 
支払利息支出 385,867,437 
その他の支出 184,918,989 

移転費用支出 15,151,231,879 
補助金等支出 9,778,628,085 
社会保障給付支出 5,372,177,494 
他会計への繰出支出 - 
その他の支出 426,300 

業務収入 24,462,990,065 
税収等収入 13,772,023,260 
国県等補助金収入 9,282,083,839 
使用料及び手数料収入 874,952,742 
その他の収入 533,930,224 

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 2,759,247,825 
【投資活動収支】

投資活動支出 2,434,903,923 
公共施設等整備費支出 1,574,781,741 
基金積立金支出 836,989,636 
投資及び出資金支出 - 
貸付金支出 - 
その他の支出 23,132,546 

投資活動収入 293,635,769 
国県等補助金収入 79,213,840 
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 25,293,407 

投資活動収支 △ 2,141,268,154 
【財務活動収支】

財務活動支出 3,688,530,453 
地方債等償還支出 3,672,802,053 
その他の支出 15,728,400 

財務活動収入 3,165,982,476 
地方債等発行収入 3,020,000,000 
その他の収入 145,982,476 

財務活動収支 △ 522,547,977 
本年度資金収支額 95,431,694 
前年度末資金残高 924,933,167 
本年度末資金残高 1,020,364,861 

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 1,057,149,758 

科目

大阪府四條畷市


