
【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 80,350,384   固定負債 34,181,345

    有形固定資産 72,990,246     地方債 28,603,055

      事業用資産 57,382,215     長期未払金 -

        土地 31,288,928     退職手当引当金 5,578,290

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 70,618,293     その他 -

        建物減価償却累計額 -45,190,308   流動負債 4,078,933

        工作物 770,630     １年内償還予定地方債 2,994,616

        工作物減価償却累計額 -118,348     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 586,855

        航空機 -     預り金 497,462

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 38,260,279

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 13,020   固定資産等形成分 83,984,450

      インフラ資産 14,803,817   余剰分（不足分） -36,938,026

        土地 9,748,144

        建物 115,981

        建物減価償却累計額 -53,351

        工作物 11,781,543

        工作物減価償却累計額 -7,000,273

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 211,773

      物品 3,092,116

      物品減価償却累計額 -2,287,903

    無形固定資産 78,188

      ソフトウェア 78,188

      その他 -

    投資その他の資産 7,281,950

      投資及び出資金 329,072

        有価証券 -

        出資金 329,072

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 342,417

      長期貸付金 753

      基金 6,630,253

        減債基金 -

        その他 6,630,253

      その他 -

      徴収不能引当金 -20,546

  流動資産 4,956,320

    現金預金 1,256,689

    未収金 70,101

    短期貸付金 2,338

    基金 3,631,729

      財政調整基金 3,631,729

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -4,538 純資産合計 47,046,425

資産合計 85,306,703 負債及び純資産合計 85,306,703

貸借対照表
（令和2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 37,848,023

    その他 134

  臨時利益 92,489

    資産売却益 92,489

    資産除売却損 7,089

    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 37,909,475

  臨時損失 31,037

    災害復旧事業費 23,815

  経常収益 1,356,474

    使用料及び手数料 889,118

    その他 467,356

      社会保障給付 11,920,012

      他会計への繰出金 4,395,979

      その他 18,236

        その他 289,013

    移転費用 22,445,868

      補助金等 6,111,641

      その他の業務費用 488,629

        支払利息 180,361

        徴収不能引当金繰入額 19,255

        維持補修費 291,365

        減価償却費 2,060,856

        その他 -

        その他 831,862

      物件費等 8,375,318

        物件費 6,023,097

        職員給与費 5,978,062

        賞与等引当金繰入額 586,855

        退職手当引当金繰入額 559,355

  経常費用 39,265,949

    業務費用 16,820,081

      人件費 7,956,134

行政コスト計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2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 49,115,513 84,077,075 -34,961,562

  純行政コスト（△） -37,848,023 -37,848,023

  財源 35,467,708 35,467,708

    税収等 23,933,871 23,933,871

    国県等補助金 11,533,838 11,533,838

  本年度差額 -2,380,315 -2,380,315

  固定資産等の変動（内部変動） -403,851 403,851

    有形固定資産等の増加 2,446,019 -2,446,019

    有形固定資産等の減少 -2,092,257 2,092,257

    貸付金・基金等の増加 2,023,550 -2,023,550

    貸付金・基金等の減少 -2,781,163 2,781,163

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 311,226 311,226

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -2,069,089 -92,625 -1,976,464

本年度末純資産残高 47,046,425 83,984,450 -36,938,026

純資産変動計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2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 446,453

本年度歳計外現金増減額 51,009

本年度末歳計外現金残高 497,462

本年度末現金預金残高 1,256,689

    その他の収入 -

財務活動収支 1,818,676

本年度資金収支額 -117,586

前年度末資金残高 876,813

本年度末資金残高 759,227

  財務活動支出 2,568,224

    地方債償還支出 2,568,224

    その他の支出 -

  財務活動収入 4,386,900

    地方債発行収入 4,386,900

    貸付金元金回収収入 1,145,433

    資産売却収入 116,801

    その他の収入 36,998

投資活動収支 -419,623

【財務活動収支】

    貸付金支出 1,137,200

    その他の支出 -

  投資活動収入 3,712,855

    国県等補助金収入 1,196,662

    基金取崩収入 1,216,961

【投資活動収支】

  投資活動支出 4,132,478

    公共施設等整備費支出 2,446,019

    基金積立金支出 549,259

    投資及び出資金支出 -

  臨時支出 23,815

    災害復旧事業費支出 23,815

    その他の支出 -

  臨時収入 354,846

業務活動収支 -1,516,638

  業務収入 35,326,154

    税収等収入 24,007,056

    国県等補助金収入 9,982,330

    使用料及び手数料収入 872,849

    その他の収入 463,920

    移転費用支出 22,445,868

      補助金等支出 6,111,641

      社会保障給付支出 11,920,012

      他会計への繰出支出 4,395,979

      その他の支出 18,236

    業務費用支出 14,727,956

      人件費支出 7,951,934

      物件費等支出 6,314,461

      支払利息支出 180,361

      その他の支出 281,199

資金収支計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 37,173,824


