
自治体名：藤井寺市 年度：平成29年度

会計：連結会計 （単位：円）

科目名

【資産の部】

  固定資産 107,813,271,727

    有形固定資産 105,523,983,706

      事業用資産 51,617,786,723

        土地 36,072,212,223

        土地減損損失累計額 -

        立木竹 -

        立木竹減損損失累計額 -

        建物 32,748,897,277

        建物減価償却累計額 -20,514,388,290

        建物減損損失累計額 -

        工作物 5,198,964,605

        工作物減価償却累計額 -4,264,171,255

        工作物減損損失累計額 -

        船舶 -

        船舶減価償却累計額 -

        船舶減損損失累計額 -

        浮標等 -

        浮標等減価償却累計額 -

        浮標等減損損失累計額 -

        航空機 -

        航空機減価償却累計額 -

        航空機減損損失累計額 -

        その他 6,690

        その他減価償却累計額 -6,690

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 2,376,272,163

      インフラ資産 52,572,695,136

        土地 4,298,736,807

        土地減損損失累計額 -

        建物 1,104,044,082

        建物減価償却累計額 -637,983,580

        建物減損損失累計額 -

        工作物 88,750,673,343

        工作物減価償却累計額 -41,807,984,180

        工作物減損損失累計額 -

        その他 2,489,152

        その他減価償却累計額 -

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 862,719,512

      物品 5,632,381,038

      物品減価償却累計額 -4,298,879,191

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 403,762,683

      ソフトウェア 32,983,692

      その他 370,778,991

    投資その他の資産 1,885,525,338

      投資及び出資金 20,751,474

        有価証券 13,387,603

        出資金 7,363,871

        その他 -

      長期延滞債権 700,806,614

      長期貸付金 -

      基金 1,291,727,227

        減債基金 1,849,000

        その他 1,289,878,227

      その他 124,126

      徴収不能引当金 -127,884,103

  流動資産 5,944,265,479

    現金預金 3,491,793,426

    未収金 839,338,173

    短期貸付金 -

    基金 1,536,072,210

      財政調整基金 1,536,072,210

      減債基金 -

    棚卸資産 34,269,020

    その他 48,550,489

    徴収不能引当金 -5,757,839

  繰延資産 -

資産合計 113,757,537,206

【負債の部】

  固定負債 47,962,794,007

    地方債等 38,893,935,528

    長期未払金 -

    退職手当引当金 5,070,604,349

    損失補償等引当金 -

    その他 3,998,254,130

  流動負債 4,851,249,664

    １年内償還予定地方債等 3,456,692,537

    未払金 633,736,333

    未払費用 1,241,640

    前受金 10,244,294

    前受収益 -

    賞与等引当金 415,289,139

    預り金 132,245,398

    その他 201,800,323

負債合計 52,814,043,671

【純資産の部】

  固定資産等形成分 109,349,343,937

  余剰分（不足分） -48,405,850,402

  他団体出資等分 -

純資産合計 60,943,493,535

負債及び純資産合計 113,757,537,206

貸借対照表(BS)

金額

（平成30年3月31日現在）



自治体名：藤井寺市 年度：平成29年度

会計：連結会計 （単位：円）

科目名

  経常費用 47,365,241,226

    業務費用 17,095,618,508

      人件費 7,003,522,274

        職員給与費 5,314,148,391

        賞与等引当金繰入額 410,542,454

        退職手当引当金繰入額 405,600,812

        その他 873,230,617

      物件費等 8,852,345,725

        物件費 5,703,698,741

        維持補修費 336,967,279

        減価償却費 2,749,736,467

        その他 61,943,238

      その他の業務費用 1,239,750,509

        支払利息 600,454,705

        徴収不能引当金繰入額 84,675,846

        その他 554,619,958

    移転費用 30,269,622,718

      補助金等 23,748,171,183

      社会保障給付 6,032,318,040

      その他 489,133,495

  経常収益 5,526,705,350

    使用料及び手数料 4,806,849,451

    その他 719,855,899

純経常行政コスト 41,838,535,876

  臨時損失 17,970,189

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 10,131,457

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 7,838,732

  臨時利益 2,373,760

    資産売却益 2,210,604

    その他 163,156

純行政コスト 41,854,132,305

行政コスト計算書(PL)

金額

自　平成29年4月1日

至　平成30年3月31日



自治体名：藤井寺市 年度：平成29年度

会計：連結会計 （単位：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 61,717,737,306 108,284,032,320 -46,566,295,014 -

  純行政コスト（△） -41,854,132,305 -41,854,132,305 -

  財源 41,564,245,977 41,564,245,977 -

    税収等 27,613,494,547 27,613,494,547 -

    国県等補助金 13,950,751,430 13,950,751,430 -

  本年度差額 -289,886,328 -289,886,328 -

  固定資産等の変動（内部変動） 1,603,716,806 -1,603,716,806

    有形固定資産等の増加 6,653,664,198 -6,653,664,198

    有形固定資産等の減少 -4,962,388,743 4,962,388,743

    貸付金・基金等の増加 106,495,037 -106,495,037

    貸付金・基金等の減少 -194,053,686 194,053,686

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 1,686,222 1,686,222

  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 46,018,833 -34,007,415 80,026,248 -

  その他 -532,062,498 -506,083,996 -25,978,502

  本年度純資産変動額 -774,243,771 1,065,311,617 -1,839,555,388 -

本年度末純資産残高 60,943,493,535 109,349,343,937 -48,405,850,402 -

純資産変動計算書(NW)
自　平成29年4月1日

至　平成30年3月31日



自治体名：藤井寺市 年度：平成29年度

会計：連結会計 （単位：円）

科目名

【業務活動収支】

  業務支出 44,522,290,919

    業務費用支出 14,232,074,055

      人件費支出 7,007,590,973

      物件費等支出 6,081,645,757

      支払利息支出 600,726,370

      その他の支出 542,110,955

    移転費用支出 30,290,216,864

      補助金等支出 23,748,171,183

      社会保障給付支出 6,032,318,040

      その他の支出 509,727,641

  業務収入 46,220,501,205

    税収等収入 27,446,667,779

    国県等補助金収入 13,260,984,992

    使用料及び手数料収入 4,747,990,500

    その他の収入 764,857,934

  臨時支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 1,698,210,286

【投資活動収支】

  投資活動支出 4,922,951,409

    公共施設等整備費支出 4,566,837,132

    基金積立金支出 342,726,674

    投資及び出資金支出 13,387,603

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,233,903,464

    国県等補助金収入 698,595,321

    基金取崩収入 339,282,244

    貸付金元金回収収入 -

    資産売却収入 13,046,657

    その他の収入 182,979,242

投資活動収支 -3,689,047,945

【財務活動収支】

  財務活動支出 3,655,660,524

    地方債等償還支出 3,585,465,512

    その他の支出 70,195,012

  財務活動収入 5,765,376,924

    地方債等発行収入 5,747,202,667

    その他の収入 18,174,257

財務活動収支 2,109,716,400

本年度資金収支額 118,878,741

前年度末資金残高 3,305,551,583

比例連結割合変更に伴う差額 -981,499

本年度末資金残高 3,423,448,825

前年度末歳計外現金残高 70,650,717

本年度歳計外現金増減額 -2,306,116

本年度末歳計外現金残高 68,344,601

本年度末現金預金残高 3,491,793,426

資金収支計算書(CF)

金額

自　平成29年4月1日

至　平成30年3月31日



（単位：円）

区分
前年度末残高

(A)
本年度増加額

(B)
本年度減少額

(C)

本年度末残高
(A)+(B)-(C)
(D)

本年度末
減価償却累計額

(E)

本年度減価償却額
(F)

差引本年度末残高
(D)-(E)
(G)

事業用資産 74,162,042,374 5,313,173,314 3,078,862,730 76,396,352,958 24,778,566,235 703,152,566 51,617,786,723
　土地 35,793,582,003 549,479,115 270,848,895 36,072,212,223 - - 36,072,212,223
　立木竹 - - - - - - -
　建物 32,355,384,663 1,407,522,867 1,014,010,253 32,748,897,277 20,514,388,290 613,253,507 12,234,508,987
　工作物 4,684,018,722 537,946,292 23,000,409 5,198,964,605 4,264,171,255 89,898,741 934,793,350
　船舶 - - - - - - -
　浮標等 - - - - - - -
　航空機 - - - - - - -
　その他の有形固定資産 6,706 - 16 6,690 6,690 318 -
　建設仮勘定 1,329,050,280 2,818,225,040 1,771,003,157 2,376,272,163 - - 2,376,272,163
インフラ資産 95,694,373,726 13,278,159,875 13,953,870,705 95,018,662,896 42,445,967,760 1,689,680,337 52,572,695,136
　土地 4,302,384,862 704,513 4,352,568 4,298,736,807 - - 4,298,736,807
　建物 1,117,705,194 1,535,117 15,196,229 1,104,044,082 637,983,580 25,647,003 466,060,502
　工作物 76,080,193,039 12,815,997,925 145,517,621 88,750,673,343 41,807,984,180 1,664,033,334 46,942,689,163
　その他の公共用財産 13,675,589,604 6,784,977 13,679,885,429 2,489,152 - - 2,489,152
　公共用財産建設仮勘定 518,501,027 453,137,343 108,918,858 862,719,512 - - 862,719,512
物品 3,608,280,776 2,137,657,895 113,557,633 5,632,381,038 4,298,879,191 261,604,522 1,333,501,847
合計 173,464,696,876 20,728,991,084 17,146,291,068 177,047,396,892 71,523,413,186 2,654,437,425 105,523,983,706

有形固定資産の明細



 

 

連結会計財務書類における注記 

 

1  重要な会計方針 

  ⑴  有形固定資産及び無形固定資産の評価基準及び評価方法 

①  有形固定資産･･････････････････････････････取得原価 

ただし、開始時の評価基準及び評価方法については、次のとおりです。 

ア  昭和 59年度以前に取得したもの･･･････････再調達原価 

ただし、道路、河川及び水路の敷地は備忘価額 1円としています。 

イ  昭和 60年度以後に取得したもの 

取得原価が判明しているもの････････････････取得原価 

取得原価が不明なもの･･････････････････････再調達原価 

ただし、取得原価が不明な道路、河川及び水路の敷地は備忘価額 1円としています。 

②  無形固定資産･･････････････････････････････取得原価 

ただし、開始時の評価基準及び評価方法については、次のとおりです。 

取得原価が判明しているもの････････････････取得原価 

取得原価が不明なもの･･････････････････････再調達原価 

 

⑵  有価証券及び出資金の評価基準及び評価方法 

①  満期保有目的有価証券･･････････････････････償却原価法（定額法） 

②  満期保有目的以外の有価証券 

ア  市場価格のあるもの･･････････････････････会計年度末における市場価格 

イ  市場価格のないもの･･････････････････････取得原価（又は償却原価法（定額法）） 

③  出資金 

ア  市場価格のあるもの･･････････････････････会計年度末における市場価格 

イ  市場価格のないもの･･････････････････････出資金額 

 

⑶  棚卸資産の評価基準及び評価方法 

取得原価法による低価法 

ただし、一部の連結対象団体においては、先入出法による原価法によります。 

 

⑷  有形固定資産等の減価償却の方法 

①  有形固定資産（リース資産を除きます。）･････････定額法 

②  無形固定資産（リース資産を除きます。）･････････定額法 

 

⑸  引当金の計上基準及び算定方法 

①  投資損失引当金 

市場価格のない投資及び出資金のうち、連結対象団体（会計）に対するものについて、実質価額が著しく低下した場

合における実質価額と取得価額との差額を計上しています。 

 



 

 

②  徴収不能引当金 

過去５年間の平均不納欠損率により徴収不能見込額を計上しています。 

 

③  退職手当引当金 

期末自己都合要支給額を計上しています。 

 

④  損失補償等引当金 

履行すべき額が確定していない損失補償債務等のうち、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に規定する将来

負担比率の算定に含めた将来負担額を計上しています。 

 

⑤  賞与等引当金 

翌年度６月支給予定の期末手当及び勤勉手当並びにそれらに係る法定福利費相当額の見込額について、それぞれ

本会計年度の期間に対応する部分を計上しています。 

 

⑹  リース取引の処理方法 

①  ファイナンス・リース取引 

通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。 

②  オペレーティング・リース取引 

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。 

 

⑺  資金収支計算書における資金の範囲 

現金（手許現金及び要求払預金）及び現金同等物 

なお、現金及び現金同等物には、出納整理期間における取引により発生する資金の受払いを含んでいます。 

 

 

2  重要な会計方針の変更等 

⑴  会計方針の変更 

    変更なし 

⑵  表示方法の変更 

    変更なし 

⑶  資金収支計算書における資金の範囲の変更 

    変更なし 

 

3  重要な後発事象 

⑴  主要な業務の改廃 

   該当なし 

⑵  組織・機構の大幅な変更 

   該当なし 

⑶  地方財政制度の大幅な改正 



 

 

   該当なし 

⑷  重大な災害等の発生 

   該当なし 

 

4  偶発債務 

 ⑴ 保証債務及び損失補償債務負担の状況 

   該当なし 

 ⑵ 係争中の訴訟等 

   該当なし 

 

 

5  追加情報 

⑴  財務書類の内容を理解するために必要と認められる事項 

①  地方自治法第235条の5に基づき出納整理期間が設けられている会計においては、出納整理期間における現金の受払

い等を終了した後の計数をもって会計年度末の計数としています。 

②  連結対象団体（会計） 

団体（会計名） 連結の方法 

駐車場特別会計 全部連結 

国民健康保険特別会計 全部連結 

公共下水道事業特別会計 全部連結 

介護保険特別会計 全部連結 

後期高齢者医療特別会計 全部連結 

水道事業会計 全部連結 

病院事業特別会計 全部連結 

藤井寺市柏原市学校給食組合 比例連結 

柏原羽曳野藤井寺消防組合 比例連結 

柏羽藤環境事業組合 比例連結 

大和川右岸水防事務組合 比例連結 

大阪府後期高齢者医療広域連合 比例連結 

大阪広域水道企業団 比例連結 

藤井寺市勤労者互助会 全部連結 

藤井寺市地域サービス公社 全部連結 

 

 

 


