
【様式第1号】

自治体名：富田林市

会計：一般会計等 （単位：千円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 80,371,557   固定負債 33,086,928

    有形固定資産 72,333,778     地方債 27,480,389

      事業用資産 56,701,791     長期未払金 -

        土地 31,312,077     退職手当引当金 5,606,539

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 68,634,156     その他 -

        建物減価償却累計額 -44,813,176   流動負債 3,299,466

        工作物 380,088     １年内償還予定地方債 2,298,607

        工作物減価償却累計額 -87,539     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 554,406

        航空機 -     預り金 446,453

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 36,386,394

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 1,276,186   固定資産等形成分 84,077,075

      インフラ資産 14,581,033   余剰分（不足分） -34,961,562

        土地 9,721,732

        建物 115,981

        建物減価償却累計額 -50,875

        工作物 11,452,625

        工作物減価償却累計額 -6,719,273

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 60,843

      物品 3,056,839

      物品減価償却累計額 -2,005,884

    無形固定資産 69,668

      ソフトウェア 69,668

      その他 -

    投資その他の資産 7,968,111

      投資及び出資金 359,206

        有価証券 -

        出資金 359,206

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 408,188

      長期貸付金 2,907

      基金 7,228,327

        減債基金 -

        その他 7,228,327

      その他 -

      徴収不能引当金 -30,517

  流動資産 5,130,350

    現金預金 1,323,266

    未収金 110,058

    短期貸付金 4,162

    基金 3,701,356

      財政調整基金 3,701,356

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -8,492 純資産合計 49,115,513

資産合計 85,501,907 負債及び純資産合計 85,501,907

貸借対照表
（平成31年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：富田林市

会計：一般会計等 （単位：千円）

    その他 -

純行政コスト 34,806,240

    その他 100

  臨時利益 3,516

    資産売却益 3,516

    資産除売却損 584

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

純経常行政コスト 34,553,339

  臨時損失 256,417

    災害復旧事業費 255,733

  経常収益 1,362,226

    使用料及び手数料 909,953

    その他 452,274

      社会保障給付 11,305,050

      他会計への繰出金 4,105,712

      その他 2,710

        その他 300,053

    移転費用 19,853,887

      補助金等 4,440,417

      その他の業務費用 531,602

        支払利息 201,860

        徴収不能引当金繰入額 29,690

        維持補修費 187,951

        減価償却費 1,942,770

        その他 -

        その他 786,850

      物件費等 8,020,726

        物件費 5,890,006

        職員給与費 5,971,268

        賞与等引当金繰入額 554,406

        退職手当引当金繰入額 196,826

  経常費用 35,915,566

    業務費用 16,061,678

      人件費 7,509,350

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

科目名 金額



【様式第3号】

自治体名：富田林市

会計：一般会計等 （単位：千円）

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 49,309,198 83,411,104 -34,101,907

  純行政コスト（△） -34,806,240 -34,806,240

  財源 34,282,002 34,282,002

    税収等 23,779,743 23,779,743

    国県等補助金 10,502,258 10,502,258

  本年度差額 -524,239 -524,239

  固定資産等の変動（内部変動） 335,416 -335,416

    有形固定資産等の増加 2,202,471 -2,202,471

    有形固定資産等の減少 -1,943,749 1,943,749

    貸付金・基金等の増加 1,965,139 -1,965,139

    貸付金・基金等の減少 -1,888,444 1,888,444

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 330,554 330,554

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -193,684 665,971 -859,655

本年度末純資産残高 49,115,513 84,077,075 -34,961,562

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



【様式第4号】

自治体名：富田林市

会計：一般会計等 （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 447,500

本年度歳計外現金増減額 -1,047

本年度末歳計外現金残高 446,453

本年度末現金預金残高 1,323,266

    その他の収入 -

財務活動収支 1,311,671

本年度資金収支額 309,159

前年度末資金残高 567,654

本年度末資金残高 876,813

  財務活動支出 2,219,329

    地方債償還支出 2,219,329

    その他の支出 -

  財務活動収入 3,531,000

    地方債発行収入 3,531,000

    貸付金元金回収収入 1,148,705

    資産売却収入 3,912

    その他の収入 85,031

投資活動収支 -1,458,342

【財務活動収支】

    貸付金支出 1,138,850

    その他の支出 -

  投資活動収入 2,304,913

    国県等補助金収入 856,848

    基金取崩収入 210,417

【投資活動収支】

  投資活動支出 3,763,255

    公共施設等整備費支出 2,202,471

    基金積立金支出 421,934

    投資及び出資金支出 -

  臨時支出 255,733

    災害復旧事業費支出 255,733

    その他の支出 -

  臨時収入 210,898

業務活動収支 455,830

  業務収入 34,616,132

    税収等収入 23,827,140

    国県等補助金収入 9,434,512

    使用料及び手数料収入 905,392

    その他の収入 449,088

    移転費用支出 19,853,887

      補助金等支出 4,440,417

      社会保障給付支出 11,305,050

      他会計への繰出支出 4,105,712

      その他の支出 2,710

    業務費用支出 14,261,579

      人件費支出 7,681,788

      物件費等支出 6,077,956

      支払利息支出 201,860

      その他の支出 299,975

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

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 34,115,466


