
（単位：円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 213,958,925,849 固定負債 82,838,412,583

有形固定資産 198,287,258,000 地方債等 51,408,712,433
事業用資産 61,081,615,146 長期未払金 4,665,028

土地 41,070,946,086 退職手当引当金 4,214,312,000
立木竹 - 損失補償等引当金 126,637
建物 53,528,010,731 その他 27,210,596,485
建物減価償却累計額 △ 35,310,619,122 流動負債 7,178,805,126
工作物 4,356,358,844 1年内償還予定地方債等 5,355,640,550
工作物減価償却累計額 △ 2,570,684,593 未払金 956,744,309
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 411,327,592
航空機 - 預り金 455,092,675
航空機減価償却累計額 - その他 -
その他 - 90,017,217,709
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 7,603,200 固定資産等形成分 216,445,992,510

インフラ資産 134,205,858,570 余剰分（不足分） △ 84,672,179,085
土地 62,180,615,142
建物 2,448,772,228
建物減価償却累計額 △ 1,326,860,068
工作物 145,020,745,503
工作物減価償却累計額 △ 74,460,717,587
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 343,303,352

物品 11,222,224,896
物品減価償却累計額 △ 8,222,440,612

無形固定資産 5,437,675,430
ソフトウェア 36,233,743
その他 5,401,441,687

投資その他の資産 10,233,992,419
投資及び出資金 963,589,917

有価証券 420,000,000
出資金 543,589,917
その他 -

投資損失引当金 -
長期延滞債権 416,577,369
長期貸付金 190,656,000
基金 8,716,248,461

減債基金 515,274,563
その他 8,200,973,898

その他 -
徴収不能引当金 △ 53,079,328

流動資産 7,832,105,285
現金預金 4,662,990,440
未収金 645,818,308
短期貸付金 17,332,000
基金 2,469,734,661

財政調整基金 2,469,734,661
減債基金 -

棚卸資産 25,689,688
その他 13,470,626
徴収不能引当金 △ 2,930,438

繰延資産 - 131,773,813,425
221,791,031,134 221,791,031,134

全体貸借対照表
（令和３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：円）

経常費用 70,321,526,468
業務費用 20,457,864,057

人件費 6,395,718,863
職員給与費 4,685,622,319
賞与等引当金繰入額 405,317,811
退職手当引当金繰入額 239,869,080
その他 1,064,909,653

物件費等 13,096,444,636
物件費 7,596,597,874
維持補修費 248,677,472
減価償却費 5,249,444,771
その他 1,724,519

その他の業務費用 965,700,558
支払利息 589,196,061
徴収不能引当金繰入額 51,918,782
その他 324,585,715

移転費用 49,863,662,411
補助金等 39,259,821,836
社会保障給付 10,599,429,868
他会計への繰出金 2,175
その他 4,408,532

経常収益 4,095,440,465
使用料及び手数料 3,574,559,399
その他 520,881,066

純経常行政コスト 66,226,086,003
臨時損失 139,012,982

災害復旧事業費 138,365,150
資産除売却損 8
投資損失引当金繰入額 -
損失補償等引当金繰入額 51,903
その他 595,921

臨時利益 12,538,780
資産売却益 2,237,999
その他 10,300,781

純行政コスト 66,352,560,205

全体行政コスト計算書
自　令和２年４月１日　

至　令和３年３月３１日

科目 金額



（単位：円）

前年度末純資産残高 130,160,518,953 218,473,524,441 △ 88,313,005,488

純行政コスト（△） △ 66,352,560,205 △ 66,352,560,205

財源 67,630,623,454 67,630,623,454

税収等 31,333,143,650 31,333,143,650

国県等補助金 36,297,479,804 36,297,479,804

本年度差額 1,278,063,249 1,278,063,249

固定資産等の変動（内部変動） △ 2,033,564,440 2,033,564,440

有形固定資産等の増加 3,141,699,238 △ 3,141,699,238

有形固定資産等の減少 △ 5,761,542,728 5,761,542,728

貸付金・基金等の増加 1,011,928,237 △ 1,011,928,237

貸付金・基金等の減少 △ 425,649,187 425,649,187

資産評価差額 △ 99,376 △ 99,376

無償所管換等 6,131,885 6,131,885

その他 329,198,714 0 329,198,714

本年度純資産変動額 1,613,294,472 △ 2,027,531,931 3,640,826,403

本年度末純資産残高 131,773,813,425 216,445,992,510 △ 84,672,179,085

全体純資産変動計算書
自　令和２年４月１日　

至　令和３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：円）

【業務活動収支】
業務支出 65,161,609,190

業務費用支出 15,363,468,048
人件費支出 6,723,397,022
物件費等支出 7,838,759,179
支払利息支出 589,196,061
その他の支出 212,115,786

移転費用支出 49,798,141,142
補助金等支出 39,276,513,810
社会保障給付支出 10,599,429,868
他会計への繰出支出 2,175
その他の支出 △ 77,804,711

業務収入 70,465,913,337
税収等収入 31,665,477,021
国県等補助金収入 34,714,400,323
使用料及び手数料収入 3,582,537,229
その他の収入 503,498,764

臨時支出 138,961,071
災害復旧事業費支出 138,365,150
その他の支出 595,921

臨時収入 30,180,569
業務活動収支 5,195,523,645
【投資活動収支】

投資活動支出 3,441,251,981
公共施設等整備費支出 2,550,452,926
基金積立金支出 842,920,055
投資及び出資金支出 -
貸付金支出 47,879,000
その他の支出 -

投資活動収入 883,943,136
国県等補助金収入 456,164,000
基金取崩収入 213,112,800
貸付金元金回収収入 65,211,000
資産売却収入 1,866,000
その他の収入 147,589,336

投資活動収支 △ 2,557,308,845
【財務活動収支】

財務活動支出 5,421,859,780
地方債償還支出 5,344,616,134
その他の支出 77,243,646

財務活動収入 3,277,230,859
地方債発行収入 3,290,534,000
その他の収入 △ 13,303,141

財務活動収支 △ 2,144,628,921
493,585,879

3,798,307,829
4,291,893,708

前年度末歳計外現金残高 367,525,357
本年度歳計外現金増減額 3,571,375
本年度末歳計外現金残高 371,096,732
本年度末現金預金残高 4,662,990,440

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　令和２年４月１日　
至　令和３年３月３１日

科目 金額

本年度資金収支額



（単位：円）

経常費用 70,321,526,468
業務費用 20,457,864,057

人件費 6,395,718,863 　
職員給与費 4,685,622,319
賞与等引当金繰入額 405,317,811
退職手当引当金繰入額 239,869,080
その他 1,064,909,653

物件費等 13,096,444,636
物件費 7,596,597,874
維持補修費 248,677,472
減価償却費 5,249,444,771
その他 1,724,519

その他の業務費用 965,700,558
支払利息 589,196,061
徴収不能引当金繰入額 51,918,782
その他 324,585,715

移転費用 49,863,662,411
補助金等 39,259,821,836
社会保障給付 10,599,429,868
他会計への繰出金 2,175
その他 4,408,532

経常収益 4,095,440,465
使用料及び手数料 3,574,559,399
その他 520,881,066

純経常行政コスト 66,226,086,003
臨時損失 139,012,982

災害復旧事業費 138,365,150
資産除売却損 8
投資損失引当金繰入額 -
損失補償等引当金繰入額 51,903
その他 595,921

臨時利益 12,538,780
資産売却益 2,237,999
その他 10,300,781

純行政コスト 66,352,560,205 66,352,560,205
財源 67,630,623,454 67,630,623,454

税収等 31,333,143,650 31,333,143,650
国県等補助金 36,297,479,804 36,297,479,804

本年度差額 1,278,063,249 1,278,063,249
固定資産等の変動（内部変動） △ 2,033,564,440 2,033,564,440

有形固定資産等の増加 3,141,699,238 △ 3,141,699,238
有形固定資産等の減少 △ 5,761,542,728 5,761,542,728
貸付金・基金等の増加 1,011,928,237 △ 1,011,928,237
貸付金・基金等の減少 △ 425,649,187 425,649,187

資産評価差額 △ 99,376 △ 99,376
無償所管換等 6,131,885 6,131,885
その他 329,198,714 0 329,198,714

本年度純資産変動額 1,613,294,472 △ 2,027,531,931 3,640,826,403
前年度末純資産残高 130,160,518,953 218,473,524,441 △ 88,313,005,488
本年度末純資産残高 131,773,813,425 216,445,992,510 △ 84,672,179,085

全体行政コスト及び純資産変動計算書
自　令和２年４月１日　
至　令和３年３月３１日

科目 金額

金額
固定資産等形成分 余剰分（不足分）



（単位：円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 218,979,688,993 固定負債 84,488,366,662

有形固定資産 202,785,743,302 地方債等 52,416,263,872
事業用資産 62,892,048,644 長期未払金 4,665,028

土地 41,606,017,792 退職手当引当金 4,325,132,647
立木竹 - 損失補償等引当金 126,637
建物 55,784,668,371 その他 27,742,178,478
建物減価償却累計額 △ 36,859,220,646 流動負債 8,201,057,420
工作物 4,860,619,408 1年内償還予定地方債等 5,428,112,439
工作物減価償却累計額 △ 2,981,975,712 未払金 1,823,983,612
船舶 - 未払費用 755,541
船舶減価償却累計額 - 前受金 29,015,967
浮標等 - 前受収益 -
浮標等減価償却累計額 - 賞与等引当金 428,814,065
航空機 - 預り金 470,069,580
航空機減価償却累計額 - その他 20,306,216
その他 11,057 92,689,424,082
その他減価償却累計額 △ 11,057 【純資産の部】
建設仮勘定 481,939,431 固定資産等形成分 221,449,423,654

インフラ資産 136,201,118,412 余剰分（不足分） △ 85,561,651,152
土地 62,374,264,164 他団体出資等分 △ 38,108,245
建物 3,240,714,598
建物減価償却累計額 △ 1,815,012,063
工作物 148,147,640,998
工作物減価償却累計額 △ 76,245,093,575
その他 0
その他減価償却累計額 0
建設仮勘定 498,604,290

物品 18,145,738,402
物品減価償却累計額 △ 14,453,162,156

無形固定資産 5,528,466,744
ソフトウェア 37,975,184
その他 5,490,491,560

投資その他の資産 10,665,478,947
投資及び出資金 53,220,963

有価証券 11,977,899
出資金 34,787,553
その他 6,455,511

長期延滞債権 428,567,757
長期貸付金 52,000,000
基金 10,093,424,350

減債基金 515,274,563
その他 9,578,149,787

その他 98,251,372
徴収不能引当金 △ 59,985,495

流動資産 9,559,399,346
現金預金 6,337,439,394
未収金 698,924,704
短期貸付金 0
基金 2,469,734,661

財政調整基金 2,469,734,661
減債基金 -

棚卸資産 31,011,227
その他 25,219,798
徴収不能引当金 △ 2,930,438

繰延資産 - 135,849,664,257
228,539,088,339 228,539,088,339

負債合計

純資産合計
資産合計 負債及び純資産合計

連結貸借対照表
（令和３年３月３１日現在）

科目 金額 科目 金額



（単位：円）

経常費用 85,604,654,148
業務費用 21,535,726,208

人件費 6,641,478,274
職員給与費 4,862,810,540
賞与等引当金繰入額 415,606,558
退職手当引当金繰入額 244,828,358
その他 1,118,232,818

物件費等 13,869,846,207
物件費 7,786,585,298
維持補修費 370,616,491
減価償却費 5,775,753,303
その他 △ 63,108,885

その他の業務費用 1,024,401,727
支払利息 601,935,745
徴収不能引当金繰入額 52,383,452
その他 370,082,530

移転費用 64,068,927,940
補助金等 53,446,986,273
社会保障給付 10,599,701,698
他会計への繰出金 2,175
その他 22,237,794

経常収益 4,482,877,416
使用料及び手数料 3,614,954,868
その他 867,922,548

純経常行政コスト 81,121,776,732
臨時損失 146,909,572

災害復旧事業費 138,365,150
資産除売却損 14,195
損失補償等引当金繰入額 51,903
その他 8,478,324

臨時利益 24,862,185
資産売却益 2,540,101
その他 22,322,084

純行政コスト 81,243,824,119

連結行政コスト計算書
自　令和２年４月１日　

至　令和３年３月３１日

科目 金額



（単位：円）

前年度末純資産残高 133,920,043,401 223,235,901,394 △ 89,379,461,171 63,603,178

純行政コスト（△） △ 81,243,824,119 △ 81,244,416,716 592,597

財源 82,935,495,189 82,935,495,189 0

税収等 35,308,772,151 35,308,772,151 0

国県等補助金 47,626,723,038 47,626,723,038 0

本年度差額 1,691,671,070 1,691,078,473 592,597

固定資産等の変動（内部変動） △ 1,791,689,757 1,791,689,757

有形固定資産等の増加 3,694,862,103 △ 3,694,862,103

有形固定資産等の減少 △ 5,875,007,377 5,875,007,377

貸付金・基金等の増加 1,179,725,639 △ 1,179,725,639

貸付金・基金等の減少 △ 791,270,122 791,270,122

資産評価差額 △ 99,376 △ 99,376

無償所管換等 6,376,172 6,376,172

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 △ 102,304,020 △ 102,304,020

その他 333,977,010 △ 1,064,779 335,041,789

本年度純資産変動額 1,929,620,856 △ 1,786,477,740 3,817,810,019 △ 101,711,423

本年度末純資産残高 135,849,664,257 221,449,423,654 △ 85,561,651,152 △ 38,108,245

連結純資産変動計算書
自　令和２年４月１日　

至　令和３年３月３１日

科目 合計 固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）

他団体出資等分



（単位：円）

【業務活動収支】
業務支出 80,183,131,501

業務費用支出 16,182,272,031
人件費支出 6,971,496,215
物件費等支出 8,087,878,126
支払利息支出 602,043,337
その他の支出 520,854,353

移転費用支出 64,000,859,470
補助金等支出 53,463,678,245
社会保障給付支出 10,599,701,698
他会計への繰出支出 2,175
その他の支出 △ 62,522,648

業務収入 86,621,706,902
税収等収入 35,756,682,567
国県等補助金収入 46,430,611,861
使用料及び手数料収入 3,623,135,755
その他の収入 811,276,719

臨時支出 139,218,667
災害復旧事業費支出 138,365,150
その他の支出 853,517

臨時収入 30,180,569
業務活動収支 6,329,537,303
【投資活動収支】

投資活動支出 4,568,321,062
公共施設等整備費支出 3,501,985,893
基金積立金支出 1,018,456,169
投資及び出資金支出 -
貸付金支出 47,879,000
その他の支出 -

投資活動収入 1,259,810,867
国県等補助金収入 647,338,830
基金取崩収入 409,805,206
貸付金元金回収収入 47,879,000
資産売却収入 2,031,562
その他の収入 152,756,269

投資活動収支 △ 3,308,510,195
【財務活動収支】

財務活動支出 5,493,067,688
地方債等償還支出 5,425,499,328
その他の支出 67,568,360

財務活動収入 3,604,211,871
地方債等発行収入 3,631,014,669
その他の収入 △ 26,802,798

財務活動収支 △ 1,888,855,817
1,132,171,291
4,850,969,731
△ 16,817,657
5,966,323,365

前年度末歳計外現金残高 367,542,609
本年度歳計外現金増減額 3,573,420
本年度末歳計外現金残高 371,116,029
本年度末現金預金残高 6,337,439,394

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　令和２年４月１日　
至　令和３年３月３１日

科目 金額

本年度資金収支額



（単位：円）

経常費用 85,604,654,148
業務費用 21,535,726,208

人件費 6,641,478,274 　
職員給与費 4,862,810,540
賞与等引当金繰入額 415,606,558
退職手当引当金繰入額 244,828,358
その他 1,118,232,818

物件費等 13,869,846,207
物件費 7,786,585,298
維持補修費 370,616,491
減価償却費 5,775,753,303
その他 △ 63,108,885

その他の業務費用 1,024,401,727
支払利息 601,935,745
徴収不能引当金繰入額 52,383,452
その他 370,082,530

移転費用 64,068,927,940
補助金等 53,446,986,273
社会保障給付 10,599,701,698
他会計への繰出金 2,175
その他 22,237,794

経常収益 4,482,877,416
使用料及び手数料 3,614,954,868
その他 867,922,548

純経常行政コスト 81,121,776,732
臨時損失 146,909,572

災害復旧事業費 138,365,150
資産除売却損 14,195
損失補償等引当金繰入額 51,903
その他 8,478,324

臨時利益 24,862,185
資産売却益 2,540,101
その他 22,322,084

純行政コスト 81,243,824,119 81,244,416,716 △ 592,597
財源 82,935,495,189 82,935,495,189 0

税収等 35,308,772,151 35,308,772,151 0
国県等補助金 47,626,723,038 47,626,723,038 0

本年度差額 1,691,671,070 1,691,078,473 592,597
固定資産等の変動（内部変動） △ 1,791,689,757 1,791,689,757

有形固定資産等の増加 3,694,862,103 △ 3,694,862,103
有形固定資産等の減少 △ 5,875,007,377 5,875,007,377
貸付金・基金等の増加 1,179,725,639 △ 1,179,725,639
貸付金・基金等の減少 △ 791,270,122 791,270,122

資産評価差額 △ 99,376 △ 99,376
無償所管換等 6,376,172 6,376,172
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 △ 102,304,020 △ 102,304,020
その他 333,977,010 △ 1,064,779 335,041,789

本年度純資産変動額 1,929,620,856 △ 1,786,477,740 3,817,810,019 △ 101,711,423
前年度末純資産残高 133,920,043,401 223,235,901,394 △ 89,379,461,171 63,603,178
本年度末純資産残高 135,849,664,257 221,449,423,654 △ 85,561,651,152 △ 38,108,245

金額
固定資産等形成分 余剰分（不足分） 他団体出資等分

連結行政コスト及び純資産変動計算書
自　令和２年４月１日　
至　令和３年３月３１日

科目 金額



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

昭和５９年度以前取得分は、再調達原価により計上しています。ただし、道路、河川及
び水路の敷地については、備忘価額１円としています。
昭和６０年度以降取得分については、原則として取得原価により計上しています。ただ
し、道路、河川及び水路の敷地のうち、取得原価が不明なもの及び無償で移管を受けた
ものは備忘価額１円としています。
物品は取得価額が５０万円以上の場合に計上しています。

（２）有価証券及び出資金の評価基準及び評価方法
有価証券については、取得原価により計上し、出資金については、出資金額により計上
しています。ただし、実質価額が低下した場合には、相当の減額を行った後の価額で計
上しています。

（３）棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産については、原価法（最終仕入原価法、個別法など）により算定しています。

（４）有形固定資産等の減価償却の方法
有形固定資産については、定額法により算定しています。
ただし、一部の連結対象団体については定率法によっています。

（５）引当金の計上基準及び算定方法
・徴収不能引当金
長期延滞債権及び未収金の徴収不能に備えるため、過去５か年度の不納欠損実積率に
より徴収不能見込額を計上しています。

・退職手当引当金
職員に対する退職手当の支給に備えるため、当会計年度末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退職手当要支給額を計上しています。

・損失補償等引当金
「地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則」に基づく損失補償債務等に係
る一般会計負担見込額を計上しています。

・賞与等引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額等のうち、当会計年度末に
おいて発生していると認められる金額を計上しています。

（６）リース取引の処理方法
所有権移転ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引にかかる方法に準じ
た会計処理を行っています。

（７）連結資金収支計算書における資金の範囲
現金及び現金同等物としています。

（８）その他財務書類作成のための基本となる重要な事項
・消費税及び地方消費税の会計処理
税込方式によっています。
ただし、一部の連結対象団体（会計）については、税抜方式によっています。



２．追加情報
（１）対象団体（会計）

特別会計・公営企業会計はすべて全部連結の対象としています。
一部事務組合・広域連合は、各構成団体の経費負担割合等に基づき比例連結の対象とし
ています。
第三セクター等は、出資割合等が５０％を超える団体は、全部連結の対象としていま
す。また、出資割合が５０％以下の場合は、比例連結の対象としています。ただし、出
資割合が２５％未満であって、重要性がない場合は、比例連結の対象としていません。

（２）出納整理期間
地方自治法第２３５条の５の規定により出納整理期間が設けられています。当会計年度
に係る出納整理期間（令和３年４月１日～令和３年５月３１日）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団体（会計）と出納整理期間を設けている団体（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。

団体（会計名） 区分 連結の方法
土地取得特別会計 特別会計 全部連結
国民健康保険事業勘定特別会計 特別会計 全部連結
介護保険特別会計 特別会計 全部連結
後期高齢者医療特別会計 特別会計 全部連結
水道事業会計 公営企業会計 全部連結
下水道事業会計 公営企業会計 全部連結
南河内環境事業組合 一部事務組合 比例連結
大阪府後期高齢者医療広域連合 広域連合 比例連結
大阪広域水道企業団 一部事務組合 比例連結
河内長野市勤労者福祉サービスセンター 第三セクター等 全部連結
河内長野市文化振興財団 第三セクター等 全部連結
河内長野市公園緑化協会 第三セクター等 全部連結
三日市都市開発株式会社 第三セクター等 全部連結
河内長野都市開発株式会社 第三セクター等 比例連結
三日市町駅整備株式会社 第三セクター等 比例連結
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