
【様式第1号】

自治体名：富田林市

会計：全体会計 （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 152,134,774   固定負債 86,298,795

    有形固定資産 136,578,075     地方債等 45,794,279

      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 5,869,593

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 68,634,156     その他 34,634,924

        建物減価償却累計額 -44,813,176   流動負債 6,426,526

        工作物 380,088     １年内償還予定地方債等 3,705,604

        工作物減価償却累計額 -87,539     未払金 1,533,306

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 221

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 613,990

        航空機 -     預り金 573,405

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 92,725,321

        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 155,840,293

      インフラ資産 78,638,961   余剰分（不足分） -86,046,129

        土地 12,828,885   他団体出資等分 -

        建物 1,598,114

        建物減価償却累計額 -871,332

        工作物 90,546,373

        工作物減価償却累計額 -27,388,418

        その他 5,721,193

        その他減価償却累計額 -4,152,143

        建設仮勘定 356,288

      物品 3,498,311

      物品減価償却累計額 -2,260,987

    無形固定資産 6,901,483

      ソフトウェア 123,489

      その他 6,777,994

    投資その他の資産 8,655,216

      投資及び出資金 365,065

        有価証券 -

        出資金 365,065

        その他 -

      長期延滞債権 816,214

      長期貸付金 2,907

      基金 7,579,003

        減債基金 -

        その他 7,579,003

      その他 116

      徴収不能引当金 -108,088

  流動資産 10,384,710

    現金預金 5,583,127

    未収金 977,634

    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 15,493

    その他 144,713

    徴収不能引当金 -41,776

  繰延資産 - 純資産合計 69,794,163

資産合計 162,519,485 負債及び純資産合計 162,519,485

連結貸借対照表
（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：全体会計 （単位：千円）

    資産売却益 3,516

    その他 24,079

純行政コスト 56,883,532

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 100

  臨時利益 27,595

  臨時損失 256,417

    災害復旧事業費 255,733

    資産除売却損 584

    使用料及び手数料 4,003,385

    その他 509,880

純経常行政コスト 56,654,709

      社会保障給付 11,307,870

      その他 2,856

  経常収益 4,513,265

        その他 511,086

    移転費用 39,957,110

      補助金等 28,646,384

      その他の業務費用 1,140,974

        支払利息 587,246

        徴収不能引当金繰入額 42,643

        維持補修費 350,969

        減価償却費 4,452,500

        その他 16,273

        その他 863,142

      物件費等 11,982,133

        物件費 7,162,391

        職員給与費 6,423,389

        賞与等引当金繰入額 598,247

        退職手当引当金繰入額 202,981

  経常費用 61,167,975

    業務費用 21,210,865

      人件費 8,087,759

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

科目名 金額



【様式第3号】

自治体名：富田林市

会計：全体会計 （単位：千円）

科目名 合計 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 69,014,733 155,218,623 -86,203,890 -

  純行政コスト（△） -56,883,532 -56,883,532 -

  財源 57,052,932 57,052,932 -

    税収等 33,820,977 33,820,977 -

    国県等補助金 23,231,955 23,231,955 -

  本年度差額 169,400 169,400 -

  固定資産等の変動（内部変動） 11,639 -11,639

    有形固定資産等の増加 4,225,111 -4,225,111

    有形固定資産等の減少 -4,467,908 4,467,908

    貸付金・基金等の増加 2,601,519 -2,601,519

    貸付金・基金等の減少 -2,347,082 2,347,082

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 610,030 610,030

  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 - - - -

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 779,430 621,669 157,761 -

本年度末純資産残高 69,794,163 155,840,293 -86,046,129 -

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



【様式第4号】

自治体名：富田林市

会計：全体会計 （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 5,583,127

財務活動収支 980,026

本年度資金収支額 -72

前年度末資金残高 5,136,746

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 5,136,674

    地方債等償還支出 3,649,862

    その他の支出 934

  財務活動収入 4,630,822

    地方債等発行収入 4,357,800

    その他の収入 273,022

    資産売却収入 3,912

    その他の収入 323,925

投資活動収支 -3,247,817

【財務活動収支】

  財務活動支出 3,650,796

    その他の支出 -

  投資活動収入 2,705,390

    国県等補助金収入 1,018,431

    基金取崩収入 210,417

    貸付金元金回収収入 1,148,705

  投資活動支出 5,953,207

    公共施設等整備費支出 4,231,415

    基金積立金支出 582,942

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 1,138,850

    災害復旧事業費支出 255,733

    その他の支出 -

  臨時収入 234,977

業務活動収支 2,267,719

【投資活動収支】

    税収等収入 32,504,211

    国県等補助金収入 22,164,209

    使用料及び手数料収入 3,967,219

    その他の収入 469,626

  臨時支出 255,733

    移転費用支出 39,957,110

      補助金等支出 28,646,384

      社会保障給付支出 11,307,870

      その他の支出 2,856

  業務収入 59,105,264

    業務費用支出 16,859,679

      人件費支出 8,282,673

      物件費等支出 7,478,851

      支払利息支出 587,246

      その他の支出 510,909

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

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 56,816,789


