
【様式第１号】

連結貸借対照表
（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 100,149,455,309 固定負債 51,033,979,268 

有形固定資産 93,161,485,047 地方債等 33,959,718,125 
事業用資産 36,037,886,743 長期未払金 - 

土地 20,609,667,026 退職手当引当金 2,419,516,823 
立木竹 - 損失補償等引当金 - 
建物 34,660,524,734 その他 14,654,744,320 
建物減価償却累計額 △ 20,118,305,880 流動負債 4,854,979,241 
工作物 2,193,623,755 １年内償還予定地方債等 3,736,997,371 
工作物減価償却累計額 △ 1,313,121,380 未払金 638,353,659 
船舶 - 未払費用 1,879,105 
船舶減価償却累計額 - 前受金 4,528 
浮標等 - 前受収益 - 
浮標等減価償却累計額 - 賞与等引当金 274,240,263 
航空機 - 預り金 41,104,801 
航空機減価償却累計額 - その他 162,399,514 
その他 - 55,888,958,509 
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 101,753,472,256 

インフラ資産 53,766,544,684 余剰分（不足分） △ 52,612,583,511 
土地 15,549,481,061 他団体出資等分 - 
建物 3,851,825,872 
建物減価償却累計額 △ 2,088,664,274 
工作物 56,750,773,448 
工作物減価償却累計額 △ 21,305,251,275 
その他 6,447,151 
その他減価償却累計額 - 
建設仮勘定 1,001,932,701 

物品 10,271,663,026 
物品減価償却累計額 △ 6,914,609,406 

無形固定資産 2,016,130,597 
ソフトウェア 44,001,326 
その他 1,972,129,271 

投資その他の資産 4,971,839,665 
投資及び出資金 28,817,191 

有価証券 22,462,460 
出資金 6,354,731 
その他 - 

投資損失引当金 - 
長期延滞債権 432,258,428 
長期貸付金 - 
基金 4,567,751,114 

減債基金 51,271,263 
その他 4,516,479,851 

その他 - 
徴収不能引当金 △ 56,987,068 

流動資産 4,880,391,945 
現金預金 2,809,517,666 
未収金 358,906,878 
短期貸付金 - 
基金 1,604,016,947 

財政調整基金 1,604,016,947 
減債基金 - 

棚卸資産 20,099,116 
その他 104,836,351 
徴収不能引当金 △ 16,985,013 

繰延資産 - 49,140,888,745 
105,029,847,254 105,029,847,254 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】

連結行政コスト計算書
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 34,624,808,151 

業務費用 11,942,180,431 

人件費 4,098,064,316 

職員給与費 3,236,980,204 

賞与等引当金繰入額 287,912,389 

退職手当引当金繰入額 168,105,860 

その他 405,065,863 

物件費等 6,884,617,058 

物件費 4,049,277,391 

維持補修費 187,454,865 

減価償却費 2,625,270,678 

その他 22,614,124 

その他の業務費用 959,499,057 

支払利息 471,386,313 

徴収不能引当金繰入額 71,860,784 

その他 416,251,960 

移転費用 22,682,627,720 

補助金等 17,301,236,190 

社会保障給付 5,379,360,635 

他会計への繰出金 - 

その他 2,030,895 

経常収益 2,811,622,520 

使用料及び手数料 2,424,764,019 

その他 386,858,501 

純経常行政コスト 31,813,185,631 

臨時損失 30,603,756 

災害復旧事業費 - 

資産除売却損 29,831,315 

投資損失引当金繰入額 - 

損失補償等引当金繰入額 - 

その他 772,441 

臨時利益 28,425,061 

資産売却益 5,397,563 

その他 23,027,498 

純行政コスト 31,815,364,326 

科目

大阪府四條畷市



【様式第３号】

連結純資産変動計算書
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）

他団体出資等分

前年度末純資産残高 47,638,701,456 101,584,277,038 △ 53,945,575,582 0 

純行政コスト（△） △ 31,815,364,326 △ 31,815,364,326 0 

財源 33,081,123,602 33,081,123,602 0 

税収等 17,946,154,516 17,946,154,516 0 

国県等補助金 15,134,969,086 15,134,969,086 0 

本年度差額 1,265,759,276 1,265,759,276 0 

固定資産等の変動（内部変動） △ 71,328,517 71,328,517 

有形固定資産等の増加 1,701,660,452 △ 1,701,660,452 

有形固定資産等の減少 △ 2,435,847,824 2,435,847,824 

貸付金・基金等の増加 1,348,815,952 △ 1,348,815,952 

貸付金・基金等の減少 △ 685,957,097 685,957,097 

資産評価差額 - - 

無償所管換等 193,046,034 193,046,034 

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 △ 2,133,320 29,996,701 △ 32,130,021 

その他 45,515,299 17,481,000 28,034,299 

本年度純資産変動額 1,502,187,289 169,195,218 1,332,992,071 0 

本年度末純資産残高 49,140,888,745 101,753,472,256 △ 52,612,583,511 0 

科目 合計

大阪府四條畷市



【様式第４号】

連結資金収支計算書
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 31,818,493,623 

業務費用支出 9,130,536,144 
人件費支出 4,032,127,321 
物件費等支出 4,254,597,202 
支払利息支出 470,555,932 
その他の支出 373,255,689 

移転費用支出 22,687,957,479 
補助金等支出 17,306,565,949 
社会保障給付支出 5,379,360,635 
他会計への繰出支出 - 
その他の支出 2,030,895 

業務収入 35,323,917,773 
税収等収入 17,403,341,742 
国県等補助金収入 14,873,012,663 
使用料及び手数料収入 2,416,382,074 
その他の収入 631,181,294 

臨時支出 76,182 
災害復旧事業費支出 - 
その他の支出 76,182 

臨時収入 71,459,986 
業務活動収支 3,576,807,954 
【投資活動収支】

投資活動支出 3,038,283,372 
公共施設等整備費支出 2,057,549,317 
基金積立金支出 957,601,509 
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 380,786,225 
国県等補助金収入 107,659,210 
基金取崩収入 223,625,117 
貸付金元金回収収入 - 
資産売却収入 6,120,000 
その他の収入 43,381,898 

投資活動収支 △ 2,657,497,147 
【財務活動収支】

財務活動支出 4,168,413,530 
地方債等償還支出 4,151,391,705 
その他の支出 17,021,825 

財務活動収入 3,375,171,291 
地方債等発行収入 3,227,585,881 
その他の収入 147,585,410 

財務活動収支 △ 793,242,239 
本年度資金収支額 126,068,568 
前年度末資金残高 2,653,090,779 
比例連結割合変更に伴う差額 △ 10,770,272 
本年度末資金残高 2,768,389,075 

前年度末歳計外現金残高 37,784,866 
本年度歳計外現金増減額 3,343,725 
本年度末歳計外現金残高 41,128,591 
本年度末現金預金残高 2,809,517,666 

科目

大阪府四條畷市


