
自治体名：京都府 年度：令和元年度

会計：一般会計等   

貸借対照表(BS) （単位：百万円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 2,582,156   固定負債 2,396,466

    有形固定資産 2,248,062     地方債 2,247,617

      事業用資産 663,603     長期未払金 276

        土地 455,168     退職手当引当金 147,475

        立木竹 18,160     損失補償等引当金 722

        建物 564,064     その他 376

        建物減価償却累計額 -380,325   流動負債 93,129

        工作物 3,488     １年内償還予定地方債 70,373

        工作物減価償却累計額 -570     未払金 599

        船舶 3,761     未払費用 2,604

        船舶減価償却累計額 -2,896     前受金 161

        建設仮勘定 2,754     前受収益 74

      インフラ資産 1,556,757     賞与等引当金 15,582

        土地 412,707     預り金 3,727

        建物 24     その他 9

        建物減価償却累計額 ｰ 負債合計 2,489,595

        工作物 4,670,636 【純資産の部】

        工作物減価償却累計額 -3,561,543   固定資産等形成分 2,633,704

        建設仮勘定 34,932   余剰分（不足分） -2,472,276

      物品 53,998

      物品減価償却累計額 -26,296

    無形固定資産 564

      ソフトウェア 562

      その他 3

    投資その他の資産 333,530

      投資及び出資金 124,174

        出資金 124,174

      投資損失引当金 -22,065

      長期延滞債権 3,372

      長期貸付金 35,709

      基金 192,439

        減債基金 160,214

        その他 32,226

      その他 49

      徴収不能引当金 -148

  流動資産 68,866

    現金預金 8,483

    未収金 8,934

    短期貸付金 3,435

    基金 48,113

      財政調整基金 21

      減債基金 48,092

    その他 128

    徴収不能引当金 -227

純資産合計 161,428

資産合計 2,651,022 負債及び純資産合計 2,651,022

報告書（財務諸表）



自治体名：京都府 年度：令和元年度

会計：一般会計等   

行政コスト計算書(PL) （単位：百万円）

純行政コスト 695,810

    その他 542

  臨時利益 1,052

    資産売却益 757

    投資損失引当金繰入額 6

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 295

  臨時損失 14,419

    災害復旧事業費 2,387

    資産除売却損 11,484

    使用料及び手数料 11,963

    その他 18,403

純経常行政コスト 682,442

      他会計への繰出金 16,179

      その他 1,147

  経常収益 30,366

    移転費用 312,572

      補助金等 283,565

      社会保障給付 11,681

        支払利息 15,142

        徴収不能引当金繰入額 298

        その他 2,426

        減価償却費 90,795

        その他 -

      その他の業務費用 17,866

      物件費等 168,470

        物件費 47,497

        維持補修費 30,178

        賞与等引当金繰入額 15,582

        退職手当引当金繰入額 12,235

        その他 7,410

    業務費用 400,236

      人件費 213,900

        職員給与費 178,673

報告書（財務諸表）

科目名 金額

  経常費用 712,808



自治体名：京都府 年度：令和元年度

会計：一般会計等   

純資産変動計算書(NW) （単位：百万円）

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 234,415 2,671,173 -2,436,758

  純行政コスト（△） -695,810 -695,810

  財源 620,316 620,316

    税収等 537,978 537,978

    国県等補助金 82,339 82,339

  本年度差額 -75,494 -75,494

  固定資産等の変動（内部変動） -40,104 40,104

    有形固定資産等の増加 48,460 -48,460

    有形固定資産等の減少 -92,493 92,493

    貸付金・基金等の増加 258,848 -258,848

    貸付金・基金等の減少 -254,920 254,920

  資産評価差額 -175 -175

  無償所管換等 2,810 2,810

  その他 -129 -129

  本年度純資産変動額 -72,988 -37,469 -35,518

本年度末純資産残高 161,428 2,633,704 -2,472,276

報告書（財務諸表）



自治体名：京都府 年度：令和元年度

会計：一般会計等   

資金収支計算書(CF) （単位：百万円）

本年度歳計外現金増減額 -76

本年度末歳計外現金残高 3,888

本年度末現金預金残高 8,483

    その他の収入 -

財務活動収支 50,423

本年度資金収支額 -133

前年度末資金残高 4,727

本年度末資金残高 4,594

    地方債償還支出 219,008

    その他の支出 83

  財務活動収入 269,514

    地方債発行収入 269,514

前年度末歳計外現金残高 3,964

    資産売却収入 1,747

    その他の収入 1,034

投資活動収支 -36,923

【財務活動収支】

  財務活動支出 219,091

    その他の支出 -

  投資活動収入 164,319

    国県等補助金収入 30,445

    基金取崩収入 51,589

    貸付金元金回収収入 79,504

  投資活動支出 201,242

    公共施設等整備費支出 47,920

    基金積立金支出 72,447

    投資及び出資金支出 2,764

    貸付金支出 78,111

    災害復旧事業費支出 2,387

    その他の支出 5

  臨時収入 6,581

業務活動収支 -13,633

【投資活動収支】

    税収等収入 536,795

    国県等補助金収入 45,313

    使用料及び手数料収入 11,960

    その他の収入 18,282

  臨時支出 2,393

      補助金等支出 283,565

      社会保障給付支出 11,681

      他会計への繰出支出 16,179

      その他の支出 1,147

  業務収入 612,350

      人件費支出 221,379

      物件費等支出 77,675

      支払利息支出 15,448

      その他の支出 3,097

    移転費用支出 312,572

報告書（財務諸表）

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 630,171

    業務費用支出 317,599



　

一般会計の会計区分に加え、次の会計を対象としています。

会計区分 会計名

　③ リース資産
　　ア 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　　　･･････････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
　　イ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　　　･･････････リース期間を耐用年数とし、残存価値をゼロとする定額法

　② 無形固定資産（リース資産を除きます。）････定額法
 　 （ソフトウェアについては見込利用期間（５年）に基づく定額法によっています。）

　① 市場価格のあるもの･･････････････････････会計年度末における市場価格
　② 市場価格のないもの･･････････････････････出資金額

（５）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
     なお、主な耐用年数は以下のとおりです。
     建物    １４年～５０年
     工作物　１４年～５０年
     物品 　   ２年～１５年

（３）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

（４）出資金の評価基準及び評価方法

特別会計

営林事業特別会計
母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付事業特別会計
農業改良資金助成事業等特別会計
中小企業経営基盤強化資金助成事業特別会計
公共用地先行取得事業特別会計
公債費特別会計

注 記（一般会計等財務書類）

１ 重要な会計方針

（１）作成方法

　原則として、総務省が平成２７年１月に公表した「地方公会計マニュアル」に基づく「統一的な
基準」による会計処理、表示に従って作成しています。

（２）対象会計範囲



資本的支出と修繕費の区分基準については、法人税基本通達第７章第８節の基準に準じて処
理しています。

（８）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、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。
　また、公債費特別会計において償還を行っている一般会計等以外の区分に属する地域開発事業
特別会計及び港湾事業特別会計分の地方債償還金については除いています。

（９）その他財務書類作成のための基本となる重要な事項

　① 物品及びソフトウェアの計上基準

物品については、開始時固定資産台帳整備基準及び固定資産台帳更新基準に基づき、取得価
額又は見積価格が５０万円（美術品は３００万円）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

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。

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

未収金については、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。
長期延滞債権については、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。
短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。
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。

（７）リース取引の処理方法

　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・リース取引を除きます。）
   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。

　② オペレーティング・リース取引

（６）引当金の計上基準及び算定方法

　① 投資損失引当金



　③ 管理者と所有者が異なる指定区間外の国道や指定区間の一級河川等及び表示登記が行われて
　　 いない法定外公共物は貸借対照表の資産には、計上していません。

連 結 実 質 赤 字 比 率

実 質 公 債 費 比 率

将 来 負 担 比 率

算定されない

算定されない

14.8%

292.9%

　② 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

（１）出納整理期間

　出納整理期間が設けられており，出納整理期間中の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）臨時財政対策債の残高

　貸借対照表に計上された令和元年度の地方債残高のうち臨時財政対策債は8,930億円となっていま
す。

　負債である地方債のうち、将来の普通交付税の算定基礎で基準財政需要額に含まれることが見込
まれる金額は1兆2,478億円となっています。

（３）普通交付税の算定基礎で基準財政需要額に含まれることが見込まれる地方債の残高

（４）その他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 百万円未満を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。

２ 重要な会計方針の変更等

　従来、総務省方式改訂モデルにより財務書類を作成していましたが、総務省の要請を受け、平成
28年度から統一的な基準による財務書類へ変更しています。
このことにより計上方法や表示方法を変更しております。

３ 追加情報



【様式第1号】

自治体名：京都府

会計：連結会計 （単位：百万円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 2,884,244   固定負債 2,623,359

    有形固定資産 2,558,330     地方債等 2,334,292

      事業用資産 725,919     長期未払金 283

        土地 458,296     退職手当引当金 148,966

        立木竹 18,160     損失補償等引当金 664

        建物 622,461     その他 139,154

        建物減価償却累計額 -409,470   流動負債 142,132

        工作物 36,490     １年内償還予定地方債等 96,339

        工作物減価償却累計額 -3,702     未払金 17,758

        船舶 3,761     未払費用 2,680

        船舶減価償却累計額 -2,896     前受金 442

        浮標等 -     前受収益 857

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 16,032

        航空機 -     預り金 4,299

        航空機減価償却累計額 -     その他 3,723

        その他 67 負債合計 2,765,491

        その他減価償却累計額 -52 【純資産の部】

        建設仮勘定 2,804   固定資産等形成分 2,933,275

      インフラ資産 1,756,687   余剰分（不足分） -2,709,116

        土地 452,371   他団体出資等分 11,478

        建物 20,469

        建物減価償却累計額 -10,537

        工作物 4,910,300

        工作物減価償却累計額 -3,664,440

        その他 3

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 48,522

      物品 158,995

      物品減価償却累計額 -83,272

    無形固定資産 27,437

      ソフトウェア 2,716

      その他 24,721

    投資その他の資産 298,477

      投資及び出資金 74,525

        有価証券 478

        出資金 73,700

        その他 346

      長期延滞債権 3,604

      長期貸付金 32,083

      基金 209,792

        減債基金 160,214

        その他 49,578

      その他 247

      徴収不能引当金 -149

  流動資産 116,884

    現金預金 37,490

    未収金 23,545

    短期貸付金 918

    基金 48,113

      財政調整基金 21

      減債基金 48,092

    棚卸資産 5,639

    その他 1,552

    徴収不能引当金 -374

  繰延資産 - 純資産合計 235,637

資産合計 3,001,128 負債及び純資産合計 3,001,128

連結貸借対照表
（令和2年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：京都府

会計：連結会計 （単位：百万円）

    資産売却益 789

    その他 755

純行政コスト 920,483

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 2,186

  臨時利益 1,544

  臨時損失 16,092

    災害復旧事業費 2,387

    資産除売却損 11,514

    使用料及び手数料 61,964

    その他 55,409

純経常行政コスト 905,935

      社会保障給付 11,685

      その他 1,519

  経常収益 117,373

        その他 16,740

    移転費用 507,503

      補助金等 494,299

      その他の業務費用 33,196

        支払利息 16,130

        徴収不能引当金繰入額 326

        維持補修費 32,631

        減価償却費 109,452

        その他 6,015

        その他 12,143

      物件費等 236,586

        物件費 88,489

        職員給与費 204,166

        賞与等引当金繰入額 16,504

        退職手当引当金繰入額 13,209

  経常費用 1,023,308

    業務費用 515,805

      人件費 246,023

連結行政コスト計算書
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：京都府

会計：連結会計 （単位：百万円）

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 314,102 2,833,593 -2,530,572 11,080

  純行政コスト（△） -920,483 -917,316 -3,167

  財源 848,550 845,060 3,489

    税収等 696,721 696,369 352

    国県等補助金 151,829 148,691 3,137

  本年度差額 -71,933 -72,256 322

  固定資産等の変動（内部変動） -51,324 51,560

    有形固定資産等の増加 63,320 -63,320

    有形固定資産等の減少 -114,729 114,965

    貸付金・基金等の増加 262,883 -262,883

    貸付金・基金等の減少 -262,798 262,798

  資産評価差額 -202 -202

  無償所管換等 4,759 4,759

  他団体出資等分の増加 -3 3

  他団体出資等分の減少 12 -12

  比例連結割合変更に伴う差額 0 0 1 -

  その他 -7,340 146,001 -153,341

  本年度純資産変動額 -74,480 99,233 -174,027 314

本年度末純資産残高 239,622 2,932,826 -2,704,598 11,394

連結純資産変動計算書
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：京都府

会計：連結会計 （単位：百万円）

前年度末歳計外現金残高 4,043

本年度歳計外現金増減額 -85

本年度末歳計外現金残高 3,958

本年度末現金預金残高 37,490

財務活動収支 54,104

本年度資金収支額 5,295

前年度末資金残高 28,237

比例連結割合変更に伴う差額 1

本年度末資金残高 33,532

    地方債等償還支出 237,105

    その他の支出 1,211

  財務活動収入 292,419

    地方債等発行収入 286,350

    その他の収入 6,069

    資産売却収入 6,311

    その他の収入 4,542

投資活動収支 -44,778

【財務活動収支】

  財務活動支出 238,315

    その他の支出 1,703

  投資活動収入 176,925

    国県等補助金収入 34,781

    基金取崩収入 51,712

    貸付金元金回収収入 79,579

  投資活動支出 221,703

    公共施設等整備費支出 65,167

    基金積立金支出 73,582

    投資及び出資金支出 3,139

    貸付金支出 78,111

    災害復旧事業費支出 2,779

    その他の支出 62

  臨時収入 6,904

業務活動収支 -4,031

【投資活動収支】

    税収等収入 684,277

    国県等補助金収入 131,582

    使用料及び手数料収入 58,123

    その他の収入 34,638

  臨時支出 2,841

    移転費用支出 506,607

      補助金等支出 494,299

      社会保障給付支出 11,694

      その他の支出 614

  業務収入 908,620

    業務費用支出 410,108

      人件費支出 253,109

      物件費等支出 120,185

      支払利息支出 16,331

      その他の支出 20,482

連結資金収支計算書
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 916,714



地方三公社
京都府土地開発公社
京都府道路公社
京都府住宅供給公社

出資法人（出資２５%以上）

(公財)京都府国際センター
(社福)京都府社会福祉事業団
(一財)京都府中小企業センター
(一財)京都府民総合交流事業団
(公社)京都府農業総合支援センター
(一財)丹後王国食のみやこ
(公社)京都府家畜畜産物衛生指導協会
(公財)京都府公園公社
(公財)京都府埋蔵文化財調査研究センター
(一財)京都技術サポートセンター
丹後地区土地開発公社
(公財)関西文化学術研究都市推進機構
(公財)世界人権問題研究センター
(一財)城陽山砂利採取地整備公社
(一財)京都こども文化会館
(公財)京都文化財団
(公財)京都府丹後文化事業団
(公財)京都府中丹文化事業団
(公財)京都府長岡京記念文化事業団
(一財)京都ゼミナールハウス
(公財)京都府生活衛生営業指導センター
(公財)京都ＳＫＹセンター
(株)舞鶴２１
(一財)京都府総合見本市会館
(職)城南地域職業訓練協会
(株)京都総合食品センター
(公社)京都府畜産振興協会
(公財)京都府水産振興事業団
京都府漁業信用基金協会
(公財)京都府林業労働支援センター
北近畿タンゴ鉄道（株）
(公財)京都府暴力追放運動推進センター
(公財)京都産業２１

団体の種類 団体名

地方独立行政法人 京都府公立大学法人

一部事務組合・広域連合
京都地方税機構
関西広域連合

注 記（連結財務書類）

１ 重要な会計方針

（１）作成方法

　連結対象とされる団体等の財務処理に関する基準に基づき作成された法定決算書類を基本と
して、連結を行っています。なお、連結対象団体の間での取引等については、相殺消去により
調整を行っています。

（２）対象会計範囲

全体財務書類に加え，次の団体を対象としています。



（５）有形固定資産等の減価償却の方法

（６）引当金の計上基準及び算定方法

（７）リース取引の処理方法

（８）連結資金収支計算書における資金の範囲

（９）消費税等の会計処理

　  消費税等の会計処理は、税込方式によっています。
　  ただし、一部の連結対象団体については、税抜方式によっています。

（10）連結対象団体の決算日が一般会計等と異なる場合の処理

　  決算日と連結決算日の差異が３か月を超えない連結対象団体については当該連結対象団体
  の決算を基礎として連結手続を行っていますが、決算日と連結決算日との間に生じた重要な
  取引については連結上必要な調整を行っています。

（４）出資金の評価基準及び評価方法

　　① 市場価格のあるもの･･････････････････････会計年度末における市場価格
　  ② 市場価格のないもの･･････････････････････出資金額

　　① 有形固定資産（リース資産を除きます。）････定額法
　 　　ただし、一部の連結対象団体は定率法によっている他、鉄道事業取替資産は取替法
　　　 によっています。
　  ② 無形固定資産･･････････････････････････････定額法
　　　 ただし、一部の連結対象団体は定率法によっています。

　  ① 徴収不能引当金
       未収金については、過去の不納欠損率を勘案し、徴収不能見込額を計上しています。
　　　 長期延滞債権については、過去の不納欠損率を勘案し（又は個別に回収可能性を検討
　 　　し）、徴収不能見込額を計上しています。
　　　 短期貸付金については、過去の不納欠損率を勘案し（又は個別に回収可能性を検討
　　　 し）、徴収不能見込額を計上しています。
　  ② 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。
　  ③ 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。
　　④ 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。

　　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・リース取引を除きます。）
　　　　　 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。
　　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。

　　現金（手許現金及び要求払預金）及び現金同等物
　　なお、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。

（３）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･･････････････････････････････原則として取得原価
　  ② 無形固定資産･･････････････････････････････原則として取得原価



３ 追加情報

（１）出納整理期間

　  出納整理期間を設けている団体においては、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団体と出納整理期間を設けている団体との間で、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。

（２）表示単位未満の取扱い

　　百万円未満を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。

２ 重要な会計方針の変更等

　従来、総務省改訂モデルにより財務書類を作成していましたが、総務省の要請を受け、統一
的な基準による財務書類へ変更しています。
　このことにより計上方法や表示方法を変更しております。
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