
自治体名：京都府 年度：平成30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 2,627,872   固定負債 2,360,841

    有形固定資産 2,289,203     地方債 2,203,943

      事業用資産 648,891     長期未払金 276

        土地 456,227     退職手当引当金 155,088

        立木竹 18,220     損失補償等引当金 1,016

        建物 535,870     その他 518

        建物減価償却累計額 -373,728   流動負債 86,654

        工作物 2,320     １年内償還予定地方債 63,541

        工作物減価償却累計額 -419     未払金 708

        船舶 3,761     未払費用 2,910

        船舶減価償却累計額 -2,750     前受金 161

        建設仮勘定 9,390     前受収益 74

      インフラ資産 1,612,939     賞与等引当金 15,449

        土地 409,557     預り金 3,803

        建物 24     その他 8

        建物減価償却累計額 - 負債合計 2,447,495

        工作物 4,650,162 【純資産の部】

        工作物減価償却累計額 -3,481,619   固定資産等形成分 2,671,173

        建設仮勘定 34,815   余剰分（不足分） -2,436,758

      物品 53,505

      物品減価償却累計額 -26,132

    無形固定資産 646

      ソフトウェア 644

      その他 3

    投資その他の資産 338,023

      投資及び出資金 133,229

        出資金 133,229

      投資損失引当金 -22,059

      長期延滞債権 3,486

      長期貸付金 43,107

      基金 180,394

        減債基金 146,957

        その他 33,437

      その他 49

      徴収不能引当金 -183

  流動資産 54,038

    現金預金 8,691

    未収金 2,121

    短期貸付金 4,000

    基金 39,301

      財政調整基金 21

      減債基金 39,280

    その他 110

    徴収不能引当金 -186

純資産合計 234,415

資産合計 2,681,910 負債及び純資産合計 2,681,910

報告書（財務諸表）



自治体名：京都府 年度：平成30年度

会計：一般会計等   

行政コスト計算書(PL) （単位：百万円）

科目名 金額

  経常費用
716,625

    業務費用
400,526

      人件費
216,108

        職員給与費
179,448

        賞与等引当金繰入額
15,449

        退職手当引当金繰入額
13,878

        その他
7,332

      物件費等
164,701

        物件費
46,696

        維持補修費
23,781

        減価償却費
94,225

        その他
-

      その他の業務費用
19,717

        支払利息
17,217

        徴収不能引当金繰入額
346

        その他
2,154

    移転費用
316,099

      補助金等
283,345

      社会保障給付
11,598

      他会計への繰出金
20,116

      その他
1,040

  経常収益
26,676

    使用料及び手数料
11,998

    その他
14,678

256

純経常行政コスト
689,949

  臨時損失
9,783

    災害復旧事業費
2,217

    その他
38

純行政コスト
699,468
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    その他
6,829

  臨時利益
264

    資産売却益
226

    資産除売却損
480

    投資損失引当金繰入額
1

    損失補償等引当金繰入額



自治体名：京都府 年度：平成30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
325,092 2,724,586 -2,399,494

  純行政コスト（△） -699,468 -699,468

  財源
613,297 613,297

    税収等
540,807 540,807

    国県等補助金
72,490 72,490

  本年度差額 -86,171 -86,171

  固定資産等の変動（内部変動）
-49,048 49,048

    有形固定資産等の増加
40,432 -40,432

    有形固定資産等の減少
-98,728 98,728

    貸付金・基金等の増加
248,737 -248,737

    貸付金・基金等の減少 -239,489 239,489

  資産評価差額 -433 -433

  無償所管換等
1,021 1,021

  その他 -5,093 -4,952 -141

  本年度純資産変動額 -90,677 -53,413 -37,264

本年度末純資産残高
234,415 2,671,173 -2,436,758

報告書（財務諸表）



自治体名：京都府 年度：平成30年度

会計：一般会計等   

資金収支計算書(CF) （単位：百万円）

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 627,826

    業務費用支出 311,726

      人件費支出 221,335

      物件費等支出 70,477

      支払利息支出 17,239

      その他の支出 2,675

    移転費用支出 316,100

      補助金等支出 283,345

      社会保障給付支出 11,598

      他会計への繰出支出 20,116

      その他の支出 1,040

  業務収入 611,363

    税収等収入 540,444

    国県等補助金収入 44,356

    使用料及び手数料収入 11,997

    その他の収入 14,565

  臨時支出 2,224

    災害復旧事業費支出 2,217

    その他の支出 7

  臨時収入 4,379

業務活動収支 -14,308

【投資活動収支】

  投資活動支出 182,957

    公共施設等整備費支出 36,237

    基金積立金支出 74,172

    投資及び出資金支出 683

    貸付金支出 71,864

    その他の支出 -

  投資活動収入 155,062

    国県等補助金収入 23,755

    基金取崩収入 55,390

116

  財務活動収入 251,085

    地方債発行収入 251,085

    貸付金元金回収収入 74,490

    資産売却収入 597

    その他の収入 831

投資活動収支 -27,894

【財務活動収支】

前年度末歳計外現金残高 3,677

本年度歳計外現金増減額 287

本年度末歳計外現金残高 3,964

本年度末現金預金残高 8,691
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    その他の収入 -

財務活動収支 43,155

本年度資金収支額 953

前年度末資金残高 3,774

本年度末資金残高 4,727

  財務活動支出 207,929

    地方債償還支出 207,813

    その他の支出



　

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

（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

　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

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



（６）引当金の計上基準及び算定方法

　① 投資損失引当金

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

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



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

　貸借対照表に計上された平成30年度の地方債残高のうち臨時財政対策債は8,593億円となってい
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1兆2,132億円となっています。

（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。

　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

14.1%

287.9%

　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



【様式第1号】

自治体名：京都府

会計：全体会計 （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 2,755,601   固定負債 2,412,273

    有形固定資産 2,365,950     地方債等 2,240,855

      事業用資産 651,283     長期未払金 276

        土地 457,169     退職手当引当金 155,757

        立木竹 18,220     損失補償等引当金 1,016

        建物 540,269     その他 14,369

        建物減価償却累計額 -376,851   流動負債 92,965

        工作物 2,927     １年内償還予定地方債等 66,587

        工作物減価償却累計額 -865     未払金 2,907

        船舶 3,761     未払費用 2,916

        船舶減価償却累計額 -2,750     前受金 161

        浮標等 -     前受収益 74

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 15,627

        航空機 -     預り金 3,821

        航空機減価償却累計額 -     その他 872

        その他 - 負債合計 2,505,238

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 9,403   固定資産等形成分 2,798,903

      インフラ資産 1,678,213   余剰分（不足分） -2,481,750

        土地 419,538   他団体出資等分 -

        建物 13,230

        建物減価償却累計額 -10,096

        工作物 4,795,439

        工作物減価償却累計額 -3,577,787

        その他 3

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 37,886

      物品 85,938

      物品減価償却累計額 -49,483

    無形固定資産 25,396

      ソフトウェア 646

      その他 24,751

    投資その他の資産 364,255

      投資及び出資金 132,560

        有価証券 -

        出資金 132,560

        その他 -

      長期延滞債権 3,486

      長期貸付金 44,341

      基金 184,418

        減債基金 146,957

        その他 37,460

      その他 73

      徴収不能引当金 -183

  流動資産 66,789

    現金預金 20,145

    未収金 3,324

    短期貸付金 4,000

    基金 39,301

      財政調整基金 21

      減債基金 39,280

    棚卸資産 35

    その他 171

    徴収不能引当金 -186

  繰延資産 - 純資産合計 317,152

資産合計 2,822,391 負債及び純資産合計 2,822,391

連結貸借対照表
（平成31年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：京都府

会計：全体会計 （単位：百万円）

連結行政コスト計算書
自　平成30年4月1日
至　平成31年3月31日

科目名 金額

  経常費用 948,574

    業務費用 420,934

      人件費 218,799

        職員給与費 181,630

        賞与等引当金繰入額 15,627

        退職手当引当金繰入額 13,980

        その他 7,562

      物件費等 173,203

        物件費 49,746

        維持補修費 24,053

        減価償却費 99,156

        その他 248

      その他の業務費用 28,932

        支払利息 17,726

        徴収不能引当金繰入額 346

        その他 10,860

    移転費用 527,640

      補助金等 510,099

      社会保障給付 11,601

      その他 5,940

  経常収益 44,713

    使用料及び手数料 19,170

    その他 25,543

純経常行政コスト 903,861

  臨時損失 9,782

    災害復旧事業費 2,217

    資産除売却損 480

    損失補償等引当金繰入額 256

    その他 6,829

  臨時利益 377

    資産売却益 261

    その他 115

純行政コスト 913,266



【様式第3号】

自治体名：京都府

会計：全体会計 （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 378,887 2,828,397 -2,449,510 -

  純行政コスト（△） -913,266 -913,266 -

  財源 829,334 829,334 -

    税収等 690,481 690,481 -

    国県等補助金 138,854 138,854 -

  本年度差額 -83,932 -83,932 -

  固定資産等の変動（内部変動） -51,834 51,834

    有形固定資産等の増加 42,582 -42,582

    有形固定資産等の減少 -103,822 103,822

    貸付金・基金等の増加 255,474 -255,474

    貸付金・基金等の減少 -246,068 246,068

  資産評価差額 -433 -433

  無償所管換等 1,822 1,822

  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 - - - -

  その他 20,808 20,951 -142

  本年度純資産変動額 -61,735 -29,494 -32,240 -

本年度末純資産残高 317,152 2,798,903 -2,481,750 -

連結純資産変動計算書
自　平成30年4月1日
至　平成31年3月31日



【様式第4号】

自治体名：京都府

会計：全体会計 （単位：百万円）

連結資金収支計算書
自　平成30年4月1日
至　平成31年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 854,840

    業務費用支出 327,199

      人件費支出 224,027

      物件費等支出 74,073

      支払利息支出 17,749

      その他の支出 11,350

    移転費用支出 527,641

      補助金等支出 510,100

      社会保障給付支出 11,601

      その他の支出 5,940

  業務収入 844,939

    税収等収入 689,614

    国県等補助金収入 111,527

    使用料及び手数料収入 19,162

    その他の収入 24,636

  臨時支出 2,224

    災害復旧事業費支出 2,217

    その他の支出 7

  臨時収入 4,384

業務活動収支 -7,741

【投資活動収支】

  投資活動支出 187,554

    公共施設等整備費支出 39,055

    基金積立金支出 74,794

    投資及び出資金支出 683

    貸付金支出 73,023

    その他の支出 -

  投資活動収入 157,109

    国県等補助金収入 24,012

    基金取崩収入 56,940

    貸付金元金回収収入 74,565

    資産売却収入 762

    その他の収入 831

投資活動収支 -30,445

【財務活動収支】

  財務活動支出 211,803

    地方債等償還支出 210,811

    その他の支出 993

  財務活動収入 254,219

    地方債等発行収入 253,551

    その他の収入 669

前年度末歳計外現金残高 3,677

本年度歳計外現金増減額 287

本年度末歳計外現金残高 3,964

本年度末現金預金残高 20,145

財務活動収支 42,416

本年度資金収支額 4,230

前年度末資金残高 11,950

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 16,180



会計名

収益事業特別会計
地域開発事業特別会計
港湾事業特別会計
国民健康保険事業特別会計
流域下水道事業特別会計
電気事業会計
水道事業会計
病院事業会計
工業用水道事業会計

注 記（全体財務書類）

１ 重要な会計方針

（１）作成方法

　一般会計等財務書類と同様の基準に基づき、一般会計等に一部の特別会計及び公営企
業会計を加えて作成しています。

（２）対象会計範囲

一般会計等の会計区分に加え、次の会計を対象としています。



自治体名：京都府 年度：平成30年度

会計：連結会計

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 2,792,557   固定負債 2,448,277

    有形固定資産 2,438,678     地方債等 2,264,389

      事業用資産 712,036     長期未払金 372

        土地 459,355     退職手当引当金 156,396

        立木竹 18,220     損失補償等引当金 958

        建物 591,750     その他 26,162

        建物減価償却累計額 -399,672   流動負債 126,287

        工作物 35,004     １年内償還予定地方債等 84,813

        工作物減価償却累計額 -3,245     未払金 13,013

        船舶 3,761     未払費用 2,986

        船舶減価償却累計額 -2,750     前受金 490

        浮標等 -     前受収益 806

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 15,849

        航空機 -     預り金 4,304

        航空機減価償却累計額 -     その他 4,026

        その他 352 負債合計 2,574,564

        その他減価償却累計額 -287 【純資産の部】

        建設仮勘定 9,550   固定資産等形成分 2,833,593

      インフラ資産 1,678,213   余剰分（不足分） -2,530,572

        土地 419,538   他団体出資等分 11,080

        建物 13,230

        建物減価償却累計額 -10,096

        工作物 4,795,439

        工作物減価償却累計額 -3,577,787

        その他 3

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 37,886

      物品 123,209

      物品減価償却累計額 -74,779

    無形固定資産 26,788

      ソフトウェア 736

      その他 26,052

    投資その他の資産 327,091

      投資及び出資金 82,650

        有価証券 469

        出資金 82,081

        その他 100

      長期延滞債権 3,718

      長期貸付金 41,240

      基金 199,275

        減債基金 146,957

        その他 52,318

      その他 392

      徴収不能引当金 -184

  流動資産 96,109

    現金預金 32,280

    未収金 14,229

    短期貸付金 1,735

    基金 39,301

      財政調整基金 21

      減債基金 39,280

    棚卸資産 8,288

    その他 610

    徴収不能引当金 -334

  繰延資産 - 純資産合計 314,102

資産合計 2,888,666 負債及び純資産合計 2,888,666

報告書（財務書類）



自治体名：京都府 年度：平成30年度
会計：連結会計

行政コスト計算書（ＰＬ） （単位：百万円）

報告書（財務書類）

科目名 金額

  経常費用 1,006,477

    業務費用 494,616

      人件費 247,759

        職員給与費 204,316

        賞与等引当金繰入額 16,285

        退職手当引当金繰入額 14,915

        その他 12,243

      物件費等 216,841

        物件費 83,682

        維持補修費 24,734

        減価償却費 101,370

        その他 7,054

      その他の業務費用 30,016

        支払利息 17,850

        徴収不能引当金繰入額 370

        その他 11,796

    移転費用 511,861

      補助金等 494,072

      社会保障給付 11,601

      その他 6,188

  経常収益 101,795

    使用料及び手数料 61,160

    その他 40,635

純経常行政コスト 904,682

  臨時損失 11,150

    災害復旧事業費 2,217

    資産除売却損 485

    損失補償等引当金繰入額 273

    その他 550

純行政コスト 915,018

    その他 8,175

  臨時利益 814

    資産売却益 265



自治体名：京都府 年度：平成30年度
会計：連結会計

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) 他団体出資等分

前年度末純資産残高 398,811 2,888,321 -2,500,674 11,165

  純行政コスト（△） -915,018 -911,550 -3,468

  財源 830,533 827,161 3,372

    税収等 692,656 692,198 458

    国県等補助金 137,877 134,963 2,914

  本年度差額 -84,485 -84,389 -96

  固定資産等の変動（内部変動） -57,152 57,152

    有形固定資産等の増加 52,512 -52,512

    有形固定資産等の減少 -108,426 108,426

    貸付金・基金等の増加 257,496 -257,496

    貸付金・基金等の減少 -258,734 258,734

  資産評価差額 -417 -417

  無償所管換等 1,824 1,824

  他団体出資等分の増加 -11 11

  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 -2 -3 1 -

　その他 -1,630 1,021 -2,651

  本年度純資産変動額 -84,710 -54,728 -29,897 -85

本年度末純資産残高 314,102 2,833,593 -2,530,572 11,080

報告書（財務書類）



自治体名：京都府 年度：平成30年度
会計：連結会計

資金収支計算書（ＣＦ） （単位：百万円）

報告書（財務書類）

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 904,335

    業務費用支出 392,963

      人件費支出 252,514

      物件費等支出 105,956

      支払利息支出 17,826

      その他の支出 16,667

    移転費用支出 511,372

      補助金等支出 494,072

      社会保障給付支出 11,608

      その他の支出 5,692

  業務収入 896,485

    税収等収入 690,385

    国県等補助金収入 118,512

    使用料及び手数料収入 56,763

    その他の収入 30,825

  臨時支出 2,689

    災害復旧事業費支出 2,682

    その他の支出 7

  臨時収入 4,480

業務活動収支 -6,058

【投資活動収支】

  投資活動支出 192,793

    公共施設等整備費支出 43,472

    基金積立金支出 74,797

    投資及び出資金支出 802

    貸付金支出 73,023

    その他の支出 700

  投資活動収入 165,059

    国県等補助金収入 24,187

    基金取崩収入 56,946

    貸付金元金回収収入 74,565

    資産売却収入 7,764

    その他の収入 1,597

投資活動収支 -27,734

【財務活動収支】

  財務活動支出 223,897

    地方債等償還支出 222,554

    その他の支出 1,343

  財務活動収入 263,090

    地方債等発行収入 262,418

    その他の収入 672

前年度末歳計外現金残高 3,764

本年度歳計外現金増減額 279

本年度末歳計外現金残高 4,043

本年度末現金預金残高 32,280

財務活動収支 39,193

本年度資金収支額 5,401

比例連結割合変更に伴う差額 -1

前年度末資金残高 22,838

本年度末資金残高 28,237



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）

全体財務書類に加え，次の団体を対象としています。

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

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

(公財)京都府国際センター
(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
(一社)京都府農業会議
(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
(一社)京都国際工芸センター
(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
(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



（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

（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

（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。

（９）消費税等の会計処理

　　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

　  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。



　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。

　  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

３ 追加情報

（１）出納整理期間
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