
①　資産・負債（ストック）の総体の一覧的把握
　　資産形成に関する情報（資産・負債のストック情報）の明示
②　発生主義による行政コストの把握
　　見えにくいコスト（減価償却費等）の明示
③　公共施設マネジメント等への活用
　　固定資産台帳の整備等により、公共施設マネジメント等への活用が可能

　

うち公営企業会計 水道事業会計

　一部事務組合
　広域連合
　地方三公社　等

乙訓環境衛生組合、乙訓福祉施設事務組合、乙訓消防組合、
京都府後期高齢者医療広域連合、京都地方税機構、京都府
自治会館管理組合、京都府市町村議会議員公務災害補償等
組合、桂川・小畑川水防事務組合、乙訓土地開発公社

【本町の財務書類の作成範囲】

区分 対象となる会計等

　一般会計等 一般会計

一
般
会
計
等

全
体
財
務
書
類

連
結
財
務
書
類

　公営事業会計
　（特別会計）

国民健康保険事業特別会計、介護保険事業特別会計
後期高齢者医療保険事業特別会計、下水道事業特別会計

２　統一的な基準による財務書類の整備効果

　統一的な基準による財務書類は、企業会計（複式簿記・発生主義）の考え方を用いた財務資料
です。
　財務書類は、従来の「単式簿記・現金主義会計」に基づいた決算書と違い、ストック情報（資
産・負債）や減価償却費等の見えにくいコストを容易に把握することができるため、財務情報の
「見える化」を促進するものとなります。
　期待される主な整備効果は次のとおりです。

【財務書類整備の効果】

３　統一的な基準による財務書類の作成範囲

　地方公共団体は、一般会計及び公営事業会計以外の特別会計からなる「一般会計等」を基礎と
して財務書類を作成することとされています。

　また、「一般会計等」に公営事業会計を加えた「全体財務書類」、全体財務書類に地方公共団
体の関連団体を加えた「連結財務書類」をあわせて作成します。
　本町の財務書類の作成範囲は次のとおりです。

統一的な基準による財務書類の公表について（平成２８年度決算分）

１　統一的な基準による財務書類の作成の背景

  地方公共団体の会計においては、国の会計と同様に予算の適正・確実な執行に資する観点から
「単式簿記・現金主義会計」により、「予算書」・「決算書」を作成し、財務状況を公開してい
ます。
　このような中で、上記の予算・決算制度を補完し、住民や議会、外部に対する説明責任をより
適切に果たす観点から、平成２７年１月に総務省が公表した「統一的な基準による地方公会計マ
ニュアル」に基づき、全ての地方公共団体において、原則として、平成２７年度から平成２９年
度までの３年度間に統一的な基準による財務書類を作成することとされました。
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【資産の部】 【負債の部】

固定資産 固定負債

有形固定資産 地方債

事業用資産 長期未払金

インフラ資産 退職手当引当金

物品 流動負債

無形固定資産

投資その他の資産 賞与等引当金

投資及び出資金 預り金

長期延滞債権

基金 【純資産の部】

流動資産 固定資産等形成分

現金預金

基金 1年以内に取崩予定の基金 純資産等合計

資産合計 負債及び純資産合計

現在までの世代が形成した固定資
産等

歳計現金と歳計外現金の合計 余剰分（不足分）
現在までの世代が負担した現金預
金及び負債など

翌年度の賞与支給見込額のうち本
年度分

有価証券・出資金など
契約保証金、職員の源泉所得税な
ど

1年を越えて回収されていない債
権

負債合計

道路・公園などの土地・建物・工
作物

将来の退職手当の支給見込額

20万円以上の備品など

システムのソフトウェアなど
1年以内償還予定
地方債

1年以内に償還予定の町債など

償還予定が1年を超える町債

庁舎・学校などの土地・建物・工
作物

科　目 内　容 科　目 内　容

（２）財務書類の見方
　①　貸借対照表

純資産 純行政コスト
本年度末
純資産残高

本年度末
現金預金残高

資産

経常収益 純行政コスト 投資活動収支

臨時損失 財源 財務活動収支

臨時利益
固定資産等の

変動額
前年度末

現金預金残高

【財務書類の相関関係】

①貸借対照表
②行政コスト

計算書
③純資産変動

計算書
④資金収支
計算書

資産のうち
現金預金

負債

経常費用
前年度末
純資産残高

業務活動収支

③ 純資産変動計算書 貸借対照表の純資産の変動要因を明らかにするもの

④ 資金収支計算書 資金の流れを区分別に明らかにするもの

　本町において作成する財務書類は、次の４つの財務書類です。
　①～④の財務書類は、以下の図のとおり関連しています。

① 貸借対照表 会計年度末における資産及び負債の状況を明らかにするもの

② 行政コスト計算書 業務実施に伴い発生した費用を明らかにするもの

４　財務書類の体系と見方
（１）財務書類の体系
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業務費用

人件費

物件費等

物件費

維持補修費

減価償却費

その他の業務費用

移転費用

補助金等

社会保障給付

他会計への繰出金

本年度末現金預金残高

前年度末資金残高

本年度末資金残高

本年度末歳計外現金残高

財務活動支出 地方債の償還などの支出

財務活動収入 地方債の発行や借入れなどによる収入

本年末資金収支額

投資活動支出 公共施設等の整備、基金の積立て、貸付けなどの支出

投資活動収入 公共施設等の整備にかかる補助金や資産の売却、基金取崩しなどの収入

【財務活動支出】

臨時支出 災害復旧事業費などの支出

臨時収入 災害復旧事業に関する補助金などの収入

【投資活動収支】

業務費用支出 人件費支出、物件費、支払利息などの支出

移転費用支出 補助金、社会保障給付、他会計への繰出しなどの支出

業務収入 税収、国府補助金、使用料及び手数料などの収入

　④　資金収支計算書
科　目 内　容

【業務活動収支】

業務支出

　無償所管換等 無償で譲渡または取得した固定資産の評価額など

　本年度純資産変動額

本年度末純資産残高

　本年度差額

　固定資産等の変動（内部変動） 本年度に生じた有形固定資産や貸付金・基金などの増減

　資産評価差額 有価証券などの資産評価額の増減

純行政コスト（△）

財源 税収等 町税、地方交付税、寄附金など

国府等補助金 国または府からの補助金、負担金など

純経常行政コスト  (Ｆ)＝(Ｃ)＋(Ｄ)－(Ｅ)

　③　純資産変動計算書
科　目 内　容

前年度末純資産残高

純経常行政コスト  (Ｃ)＝(Ａ)－(Ｂ)

　臨時損失 (Ｄ) 災害復旧事業費や資産売却損など

　臨時利益 (Ｅ) 資産売却益など

他の団体や個人に支払う補助金や負担金など

児童手当、障がい者支援などの社会保障給付費用など

公営事業会計への繰出金

　経常収益 (Ｂ) 使用料・手数料、事業実施による収益など

職員給与や将来支給が見込まれる退職手当の見込額の当該年度発生分など

消耗品費や委託料など消費的性質の経費

資産の機能維持のために必要な修繕料など

耐用年数に応じて計算された建物などの償却資産の価値減少分

支払利息や徴収不能引当金の繰入額など

　②　行政コスト計算書

科　目 内　容

　経常費用 (Ａ)
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一般会計等財務書類

【対象会計】

一般会計



（単位：百万円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 17,522 ※ 固定負債 6,052

有形固定資産 17,340 ※ 地方債 4,878
事業用資産 12,379 ※ 長期未払金 5

土地 8,398 退職手当引当金 1,169
立木竹 0 損失補償等引当金 0
建物 10,236 その他 0
建物減価償却累計額 △ 6,366 流動負債 545 ※

工作物 286 1年内償還予定地方債 481
工作物減価償却累計額 △ 192 未払金 3
船舶 0 未払費用 0
船舶減価償却累計額 0 前受金 0
浮標等 0 前受収益 0
浮標等減価償却累計額 0 賞与等引当金 52
航空機 0 預り金 10
航空機減価償却累計額 0 その他 0
その他 0 6,598 ※

その他減価償却累計額 0 【純資産の部】
建設仮勘定 16 固定資産等形成分 17,842

インフラ資産 4,891 余剰分（不足分） △ 6,432
土地 1,647
建物 1,395
建物減価償却累計額 △ 1,145
工作物 6,839
工作物減価償却累計額 △ 3,939
その他 0
その他減価償却累計額 0
建設仮勘定 94

物品 520
物品減価償却累計額 △ 450

無形固定資産 11
ソフトウェア 11
その他 0

投資その他の資産 172 ※

投資及び出資金 24
有価証券 0
出資金 24
その他 0

投資損失引当金 0
長期延滞債権 33
長期貸付金 3
基金 115

減債基金 0
その他 115

その他 0
徴収不能引当金 △ 2

流動資産 486
現金預金 152
未収金 14
短期貸付金 0
基金 320

財政調整基金 319
減債基金 1

棚卸資産 0
その他 0
徴収不能引当金 0 11,410

18,008 18,008

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

金額

負債合計

純資産合計
資産合計 負債及び純資産合計

貸借対照表
（平成２９年３月３１日現在）

科目 金額 科目



（単位：百万円）

経常費用 5,330
業務費用 2,924 ※

人件費 1,340 ※

職員給与費 1,240
賞与等引当金繰入額 52
退職手当引当金繰入額 △ 30
その他 79

物件費等 1,508
物件費 1,073
維持補修費 28
減価償却費 402
その他 5

その他の業務費用 76
支払利息 51
徴収不能引当金繰入額 2
その他 23

移転費用 2,405
補助金等 1,200
社会保障給付 810
他会計への繰出金 395
その他 0

経常収益 163
使用料及び手数料 69
その他 94

純経常行政コスト △ 5,167
臨時損失 16

災害復旧事業費 16
資産除売却損 0
投資損失引当金繰入額 -
損失補償等引当金繰入額 -
その他 -

臨時利益 -
資産売却益 -
その他 -

純行政コスト △ 5,183

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

行政コスト計算書
自　平成２８年４月１日　

至　平成２９年３月３１日

科目 金額



（単位：百万円）

前年度末純資産残高 11,659 17,975 △ 6,316

純行政コスト（△） △ 5,183 △ 5,183

財源 4,934 ※ 4,934 ※

税収等 3,738 3,738

国県等補助金 1,195 1,195

本年度差額 △ 249 △ 249

固定資産等の変動（内部変動） △ 134 ※ 134 ※

有形固定資産等の増加 354 △ 354

有形固定資産等の減少 △ 434 434

貸付金・基金等の増加 197 △ 197

貸付金・基金等の減少 △ 250 250

資産評価差額 - -

無償所管換等 - -

その他 - - -

本年度純資産変動額 △ 249 △ 134 △ 115

本年度末純資産残高 11,410 17,842 ※ △ 6,432 ※

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

純資産変動計算書
自　平成２８年４月１日　

至　平成２９年３月３１日

科目 合計 固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）



（単位：百万円）

【業務活動収支】
業務支出 4,906

業務費用支出 2,500 ※

人件費支出 1,319
物件費等支出 1,109
支払利息支出 51
その他の支出 22

移転費用支出 2,405
補助金等支出 1,200
社会保障給付支出 810
他会計への繰出支出 395
その他の支出 0

業務収入 5,051
税収等収入 3,741
国県等補助金収入 1,146
使用料及び手数料収入 69
その他の収入 95

臨時支出 16
災害復旧事業費支出 16
その他の支出 -

臨時収入 -
業務活動収支 129
【投資活動収支】

投資活動支出 345
公共施設等整備費支出 321
基金積立金支出 21
投資及び出資金支出 -
貸付金支出 3
その他の支出 -

投資活動収入 128
国県等補助金収入 49
基金取崩収入 76
貸付金元金回収収入 3
資産売却収入 -
その他の収入 -

投資活動収支 △ 217
【財務活動収支】

財務活動支出 442
地方債償還支出 442
その他の支出 -

財務活動収入 589
地方債発行収入 589
その他の収入 -

財務活動収支 147
59
83

142

前年度末歳計外現金残高 8
本年度歳計外現金増減額 2
本年度末歳計外現金残高 10
本年度末現金預金残高 152

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

前年度末資金残高
本年度末資金残高

資金収支計算書
自　平成２８年４月１日　
至　平成２９年３月３１日

科目 金額

本年度資金収支額



（５）引当金の計上方法　
　　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の差額を計上しています。
　　　（平成28年度は該当なし）
　　②　徴収不能引当金
　　　　未収金、長期延滞債権、長期貸付金については、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
　　　　期末時点において在職する職員が自己都合により退職するとした場合の要支給額に、退職手
　　　当組合への加入時以降の負担金の累計額から既に職員に対し退職手当として支給された額の総
　　　額を控除した額に、組合における積立金額の運用益のうち大山崎町へ按分される額を加算した
　　　額を控除した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。
　　　（平成28年度は該当なし）
　　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。

（３）棚卸資産の評価基準及び評価方法
　　　該当なし

（４）有形固定資産等の減価償却の方法
　　①　有形固定資産（リース資産を除く）･････････定額法
　　　　なお、主な耐用年数は次のとおりです。
　　　　　建物　　  15年～ 50年
　　　　　工作物　　10年～ 60年
　　　　　物品　　　３年～ 10年
　　②　無形固定資産（リース資産を除く）･････････定額法
　　③　所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産（リース期間が１年以内のリース取
　　　　引及びリース契約１件あたりのリース料総額が300万円以下のファイナンス・リース取引を
　　　　除く）･･･････････自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法

（２）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
　　　　該当なし

　　②　満期保有目的以外の有価証券
　　　　該当なし

　　③　出資金
　　　ア　市場価格のあるもの・・・該当なし
　　　イ　市場価格のないもの・・・出資金額

一般会計等財務書類における注記

１．重要な会計方針

（１）有形固定資産等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



（６）リース取引の処理方法

　　⑥　利子補給等に係る債務負担行為の翌年度以降の支出予定額
　　　　該当なし
　　⑦　繰越事業に係る将来の支出予定額
　　　　279百万円

― ― 5.8% 53.9%

　　③　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。

　　④　各項目の金額を100万円未満で四捨五入して表示しているため、合計金額が一致しない場合
　　　があります。

　　⑤　地方公共団体の財政の健全化に関する法律における健全化判断比率の状況は次のとおりです。
実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率

４．追加情報
（１）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　一般会計等財務書類の作成範囲は次のとおりです。
　　　　一般会計
　　②　一般会計等と普通会計の対象範囲等の差異
　　　　差異なし

３．偶発債務
（１）保証債務及び損失補償債務負担の状況
　　　該当なし
（２）係争中の訴訟等
　　　該当なし

（２）組織・機構の大幅な変更
　　　該当なし
（３）地方財政制度の大幅な変更
　　　該当なし
（４）重大な災害等の発生
　　　該当なし

　　①　物品及びソフトウェアの計上基準
　　　　物品については、取得価額又は見積価格が20万円以上の場合に資産として計上しています。
　　　ソフトウェアについても物品の取扱いに準じています。
　　②　資本的支出と修繕費の区分基準については、金額が60万円以上であるとき、修繕に係る支出
　　　が当該償却資産の資産価値を高め、またはその耐久性を増すこととなると認められるかを判断
　　　し、資産として処理しています。

２．重要な後発事象
（１）主要な業務の改廃
　　　該当なし

（７）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。

（８）その他財務書類作成のための基本となる重要な事項

　　①　ファイナンス・リース取引
　　　ア　所有権移転ファイナンス・リース取引（リース期間が１年以内のリース取引及びリース料
　　　　総額が300万円以下のファイナンス・リース取引を除く）
　　　　　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。
　　　イ　ア以外のファイナンス・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。



標準財政規模
元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額
将来負担額
充当可能基金額
特定財源見込額 
地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額

資金収支計算書
業務活動収支　　　　　　　　　　　
投資活動収入の国県等補助金収入 　　　 　　
未収債権額の増加（減少）
未払債務額の増加（減少）
減価償却費
賞与等引当金繰入額（増減額）
退職手当引当金繰入額（増減額）
徴収不能引当金繰入額（増減額）
資産除売却益（損）

純資産変動計算書の本年度差額

　　　　一時借入金の限度額
　　　　一時借入金に係る利子額

1,000百万円
0円

　　⑤　重要な非資金取引
　　　　該当なし

  △249百万円

　　④　一時借入金の状況
　　　　資金収支計算上、一時借入金の増減額は含まれていません。
　　　　なお、一時借入金の限度額及び利子額は次のとおりです。

3百万円
△402百万円
△52百万円

30百万円
△2百万円

0円

　　③　資金収支計算書の業務活動収支と純資産変動計算書の本年度差額との差額の内訳

129百万円
49百万円

△4百万円

前年度繰越金 83百万円 ―
資金収支計算書 5,768百万円 5,709百万円

歳入歳出決算書（一般会計） 5,851百万円 5,709百万円
財務書類の対象となる会計の範囲の相違に伴う差額 ― ―

（４）資金収支計算書に係る事項
　　①　基礎的財政収支
　　　　△37百万円
　　②　既存の決算情報との関連性

収入（歳入） 支出（歳出）

（３）純資産変動計算書に係る事項
　　　純資産における固定資産等形成分及び余剰分（不足分）の内容
　　　①　固定資産等形成分
　　　　　固定資産の額に流動資産における基金を加えた額を計上しています。
　　　②　余剰分（不足分）
　　　　　純資産合計額のうち、固定資産等形成分を差し引いた額を計上しています。

7,698百万円
503百万円

0円
5,416百万円

　　⑥　地方自治法第２３４条の３に基づく長期継続契約で貸借対照表に計上されたリース債務金額
　　　　該当なし

　　④　地方交付税措置のある地方債のうち、将来の普通交付税の算定基礎である基準財政需要額に
　　　含まれることが見込まれる金額
　　　　5,416百万円
　　⑤　地方公共団体の財政の健全化に関する法律における将来負担比率の算定要素は、次のとおり
　　　です。

3,730百万円
429百万円

　　　　該当なし
　　③　基金借入金（繰替運用）
　　　　該当なし

（２）貸借対照表に係る事項
　　①　売却可能資産の範囲及び内訳
　　　　該当なし
　　②　減債基金に係る積立不足額



全体財務書類
【対象会計】

（一般会計等財務書類に加えて）

国民健康保険事業特別会計

介護保険事業特別会計

後期高齢者医療保険事業特別会計

下水道事業特別会計

水道事業会計



（単位：百万円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 19,950 ※ 固定負債 8,875

有形固定資産 19,639 ※ 地方債等 7,217
事業用資産 12,379 ※ 長期未払金 5

土地 8,398 退職手当引当金 1,169
土地減損損失累計額 0 損失補償等引当金 0
立木竹 0 その他 484
立木竹減損損失累計額 0 流動負債 738 ※

建物 10,236 1年内償還予定地方債等 634
建物減価償却累計額 △ 6,366 未払金 33
建物減損損失累計額 0 未払費用 0
工作物 286 前受金 8
工作物減価償却累計額 △ 192 前受収益 0
工作物減損損失累計額 0 賞与等引当金 54
船舶 0 預り金 10
船舶減価償却累計額 0 その他 0
船舶減損損失累計額 0 9,613
浮標等 0 【純資産の部】
浮標等減価償却累計額 0 固定資産等形成分 20,270
浮標等減損損失累計額 0 余剰分（不足分） △ 8,675
航空機 0
航空機減価償却累計額 0
航空機減損損失累計額 0
その他 0
その他減価償却累計額 0
その他減損損失累計額 0
建設仮勘定 16

インフラ資産 6,968
土地 2,299
土地減損損失累計額 0
建物 1,580
建物減価償却累計額 △ 1,297
建物減損損失累計額 0
工作物 14,902
工作物減価償却累計額 △ 10,761
工作物減損損失累計額 0
その他 0
その他減価償却累計額 0
その他減損損失累計額 0
建設仮勘定 245

物品 1,189
物品減価償却累計額 △ 897
物品減損損失累計額 0

無形固定資産 31
ソフトウェア 30
その他 1

投資その他の資産 279 ※

投資及び出資金 24
有価証券 0
出資金 24
その他 0

投資損失引当金 0
長期延滞債権 77
長期貸付金 3
基金 183

減債基金 0
その他 183

その他 0
徴収不能引当金 △ 7

流動資産 1,257 ※

現金預金 827
未収金 94
短期貸付金 0
基金 320

財政調整基金 319
減債基金 1

棚卸資産 18
その他 0
徴収不能引当金 △ 1

繰延資産 0 11,594 ※

21,207 21,207

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

負債合計

純資産合計

資産合計 負債及び純資産合計

全体貸借対照表
（平成２９年３月３１日現在）

科目 金額 科目 金額



（単位：百万円）

経常費用 8,832 ※

業務費用 3,670 ※

人件費 1,410
職員給与費 1,307
賞与等引当金繰入額 54
退職手当引当金繰入額 △ 30
その他 79

物件費等 2,081
物件費 1,442
維持補修費 91
減価償却費 543
その他 5

その他の業務費用 178
支払利息 91
徴収不能引当金繰入額 7
その他 80

移転費用 5,162
補助金等 4,338
社会保障給付 811
他会計への繰出金 0
その他 13

経常収益 776 ※

使用料及び手数料 673
その他 104

純経常行政コスト △ 8,055 ※

臨時損失 28
災害復旧事業費 16
資産除売却損 0
投資損失引当金繰入額 0
損失補償等引当金繰入額 0
その他 12

臨時利益 25
資産売却益 0
その他 25

純行政コスト △ 8,059 ※

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

全体行政コスト計算書
自　平成２８年４月１日　

至　平成２９年３月３１日

科目 金額



（単位：百万円）

前年度末純資産残高 11,680 ※ 20,365 △ 8,684

純行政コスト（△） △ 8,059 △ 8,059

財源 7,972 ※ 7,972 ※

税収等 5,883 5,883

国県等補助金 2,090 2,090

本年度差額 △ 86 ※ △ 86 ※

固定資産等の変動（内部変動） △ 95 ※ 95 ※

有形固定資産等の増加 731 △ 731

有形固定資産等の減少 △ 769 769

貸付金・基金等の増加 217 △ 217

貸付金・基金等の減少 △ 273 273

資産評価差額 0 0

無償所管換等 0 0

その他 0 0 0

本年度純資産変動額 △ 86 △ 95 9

本年度末純資産残高 11,594 ※ 20,270 △ 8,675

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

全体純資産変動計算書
自　平成２８年４月１日　

至　平成２９年３月３１日

科目 合計 固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）



（単位：百万円）

【業務活動収支】
業務支出 8,238 ※

業務費用支出 3,076 ※

人件費支出 1,389
物件費等支出 1,536
支払利息支出 91
その他の支出 61

移転費用支出 5,162
補助金等支出 4,338
社会保障給付支出 811
他会計への繰出支出 0
その他の支出 13

業務収入 8,614
税収等収入 5,819
国県等補助金収入 1,999
使用料及び手数料収入 693
その他の収入 103

臨時支出 16
災害復旧事業費支出 16
その他の支出 0

臨時収入 0
業務活動収支 360
【投資活動収支】

投資活動支出 508
公共施設等整備費支出 484
基金積立金支出 21
投資及び出資金支出 0
貸付金支出 3
その他の支出 0

投資活動収入 169
国県等補助金収入 90
基金取崩収入 76
貸付金元金回収収入 3
資産売却収入 0
その他の収入 0

投資活動収支 △ 339
【財務活動収支】

財務活動支出 608
地方債償還支出 608
その他の支出 0

財務活動収入 811
地方債発行収入 781
その他の収入 30

財務活動収支 203
224
593
817

前年度末歳計外現金残高 8
本年度歳計外現金増減額 2
本年度末歳計外現金残高 10
本年度末現金預金残高 827

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

前年度末資金残高
本年度末資金残高

全体資金収支計算書
自　平成２８年４月１日　
至　平成２９年３月３１日

科目 金額

本年度資金収支額



（４）有形固定資産等の減価償却の方法

（５）引当金の計上方法
　　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の差額を計上しています。
　　　（平成28年度は該当なし）
　　②　徴収不能引当金
　　　　未収金、長期延滞債権、長期貸付金については、過去５年間の平均不納欠損率等により、徴
　　　収不能見込額を計上しています。
　　③　退職手当引当金
　　　　期末時点において在職する職員が自己都合により退職するとした場合の要支給額に、退職手
　　　当組合への加入時以降の負担金の累計額から既に職員に対し退職手当として支給された額の総
　　　額を控除した額に、組合における積立金額の運用益のうち大山崎町へ按分される額を加算した
　　　額を控除した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。
　　　（平成28年度は該当なし）

　　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。

（３）棚卸資産の評価基準及び評価方法
　　　水道事業会計・・・先入先出法による原価法

　　①　有形固定資産（リース資産を除く）･････････定額法
　　　　なお、主な耐用年数は次のとおりです。
　　　　　建物　　  15年～ 50年
　　　　　工作物　　10年～ 60年
　　　　　物品　　　３年～ 10年
　　②　無形固定資産（リース資産を除く）･････････定額法
　　③　所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産（リース期間が１年以内のリース取
　　　　引及びリース契約１件あたりのリース料総額が300万円以下のファイナンス・リース取引を
　　　　除く）･･･････････自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法

（２）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
　　　　該当なし

　　②　満期保有目的以外の有価証券
　　　　該当なし

　　③　出資金
　　　ア　市場価格のあるもの・・・該当なし
　　　イ　市場価格のないもの・・・出資金額

全体財務書類における注記

１．重要な会計方針

（１）有形固定資産等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
　
　　なお、水道事業会計は、原則として取得原価としています。



（６）リース取引の処理方法

　

（２）出納整理期間

　　　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。
　　　なお、出納整理期間を設けていない会計と出納整理期間を設けている会計との間で、出納整理
　　期間に現金の受払い等があった場合は、現金の受払い等が終了したものとして調整しています。

（３）表示単位未満の取扱い

　　　各項目の金額を100万円未満で四捨五入して表示しているため、合計金額が一致しない場合があ
　　ります。

水道事業会計 公営企業会計 全部連結 ―
　　　連結の方法は次のとおりです。
　　　①　地方公営事業会計・公営企業会計は、すべて全部連結の対象としています。

後期高齢者医療保険事業特別会計 地方公営事業会計 全部連結 ―
下水道事業特別会計 地方公営事業会計 全部連結 ―

国民健康保険事業特別会計 地方公営事業会計 全部連結 ―
介護保険事業特別会計 地方公営事業会計 全部連結 ―

４．追加情報
（１）連結対象会計

会計名 区分 連結の方法 比例連結割合

３．偶発債務
（１）保証債務及び損失補償債務負担の状況
　　　該当なし
（２）係争中の訴訟等
　　　該当なし

（２）組織・機構の大幅な変更
　　　該当なし
（３）地方財政制度の大幅な変更
　　　該当なし
（４）重大な災害等の発生
　　　該当なし

　　　消費税等の会計処理は、税込方式によっています。
　　　ただし、水道事業会計については、税抜方式によっています。

２．重要な後発事象
（１）主要な業務の改廃
　　　該当なし

（７）全体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。

（８）消費税等の会計処理

　　①　ファイナンス・リース取引
　　　ア　所有権移転ファイナンス・リース取引（リース期間が１年以内のリース取引及びリース料
　　　　総額が300万円以下のファイナンス・リース取引を除く）
　　　　　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。
　　　イ　ア以外のファイナンス・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。



連結財務書類
【対象会計・団体】

（全体財務書類に加えて）

乙訓環境衛生組合

乙訓福祉施設事務組合

乙訓消防組合

京都府後期高齢者医療広域連合

京都地方税機構

京都府自治会館管理組合

京都府市町村議会議員公務災害補償等組合

桂川・小畑川水防事務組合

乙訓土地開発公社



（単位：百万円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 21,620 ※ 固定負債 9,744 ※

有形固定資産 21,266 地方債等 7,909
事業用資産 13,723 ※ 長期未払金 6

土地 8,841 退職手当引当金 1,346
土地減損損失累計額 0 損失補償等引当金 0
立木竹 0 その他 484
立木竹減損損失累計額 0 流動負債 796
建物 11,278 1年内償還予定地方債等 668
建物減価償却累計額 △ 6,936 未払金 33
建物減損損失累計額 0 未払費用 0
工作物 543 前受金 8
工作物減価償却累計額 △ 440 前受収益 0
工作物減損損失累計額 0 賞与等引当金 75
船舶 0 預り金 12
船舶減価償却累計額 0 その他 0
船舶減損損失累計額 0 10,540
浮標等 0 【純資産の部】
浮標等減価償却累計額 0 固定資産等形成分 21,839
浮標等減損損失累計額 0 余剰分（不足分） △ 9,366
航空機 0 他団体出資等分 0
航空機減価償却累計額 0
航空機減損損失累計額 0
その他 0
その他減価償却累計額 0
その他減損損失累計額 0
建設仮勘定 438

インフラ資産 7,088 ※

土地 2,418
土地減損損失累計額 0
建物 1,580
建物減価償却累計額 △ 1,297
建物減損損失累計額 0
工作物 14,902
工作物減価償却累計額 △ 10,761
工作物減損損失累計額 0
その他 0
その他減価償却累計額 0
その他減損損失累計額 0
建設仮勘定 245

物品 2,380
物品減価償却累計額 △ 1,925
物品減損損失累計額 0

無形固定資産 32
ソフトウェア 31
その他 1

投資その他の資産 322 ※

投資及び出資金 26 ※

有価証券 0
出資金 24
その他 3

長期延滞債権 77
長期貸付金 3
基金 224

減債基金 0
その他 224

その他 0
徴収不能引当金 △ 7

流動資産 1,393 ※

現金預金 943
未収金 95
短期貸付金 0
基金 339

財政調整基金 338
減債基金 1

棚卸資産 18
その他 0
徴収不能引当金 △ 1

繰延資産 0 12,473

23,013 23,013

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

連結貸借対照表
（平成２９年３月３１日現在）

科目 金額 科目 金額

負債合計

純資産合計

資産合計 負債及び純資産合計



（単位：百万円）

経常費用 11,058 ※

業務費用 4,366 ※

人件費 1,769
職員給与費 1,644
賞与等引当金繰入額 57
退職手当引当金繰入額 △ 15
その他 83

物件費等 2,346 ※

物件費 1,565
維持補修費 116
減価償却費 603
その他 61

その他の業務費用 251
支払利息 92
徴収不能引当金繰入額 7
その他 152

移転費用 6,692
補助金等 5,867
社会保障給付 811
他会計への繰出金 0
その他 14

経常収益 844
使用料及び手数料 688
その他 156

純経常行政コスト △ 10,214
臨時損失 28

災害復旧事業費 16
資産除売却損 0
損失補償等引当金繰入額 0
その他 12

臨時利益 △ 2
資産売却益 △ 27
その他 25

純行政コスト △ 10,244

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

連結行政コスト計算書
自　平成２８年４月１日　

至　平成２９年３月３１日

科目 金額



（単位：百万円）

前年度末純資産残高 12,573 ※ 21,796 △ 9,222 0

純行政コスト（△） △ 10,244 △ 10,244 -

財源 10,144 10,144 -

税収等 6,764 6,764 -

国県等補助金 3,380 3,380 -

本年度差額 △ 101 ※ △ 101 ※ -

固定資産等の変動（内部変動） 43 △ 43

有形固定資産等の増加 928 △ 928

有形固定資産等の減少 △ 830 830

貸付金・基金等の増加 222 △ 222

貸付金・基金等の減少 △ 277 277

資産評価差額 0 0

無償所管換等 0 0

他団体出資等分の増加 0 0

他団体出資等分の減少 0 0

比例連結割合変更に伴う差額 0 0

その他 0 0 0

本年度純資産変動額 △ 100 ※ 44 ※ △ 144 0

本年度末純資産残高 12,473 ※ 21,839 ※ △ 9,366 0

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

他団体出資等分

連結純資産変動計算書
自　平成２８年４月１日　

至　平成２９年３月３１日

科目 合計 固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）



（単位：百万円）

【業務活動収支】
業務支出 10,389

業務費用支出 3,696
人件費支出 1,733
物件費等支出 1,739
支払利息支出 92
その他の支出 132

移転費用支出 6,693
補助金等支出 5,868
社会保障給付支出 811
他会計への繰出支出 0
その他の支出 14

業務収入 10,809
税収等収入 6,700
国県等補助金収入 3,246
使用料及び手数料収入 708
その他の収入 155

臨時支出 16
災害復旧事業費支出 16
その他の支出 0

臨時収入 0
業務活動収支 404
【投資活動収支】

投資活動支出 707
公共施設等整備費支出 680
基金積立金支出 24
投資及び出資金支出 0
貸付金支出 3
その他の支出 0

投資活動収入 216
国県等補助金収入 134
基金取崩収入 79
貸付金元金回収収入 3
資産売却収入 0
その他の収入 0

投資活動収支 △ 491
【財務活動収支】

財務活動支出 710
地方債等償還支出 709
その他の支出 1

財務活動収入 1,004
地方債等発行収入 974
その他の収入 30

財務活動収支 294
206 ※

725
0

932 ※

前年度末歳計外現金残高 10
本年度歳計外現金増減額 2
本年度末歳計外現金残高 12
本年度末現金預金残高 943 ※

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

前年度末資金残高
比例連結割合変更に伴う差額
本年度末資金残高

連結資金収支計算書
自　平成２８年４月１日　
至　平成２９年３月３１日

科目 金額

本年度資金収支額


