
【様式第1号】

自治体名：蓮田市

会計：一般会計等 （単位：円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 78,302,464,785   固定負債 16,076,176,206

    有形固定資産 77,640,699,755     地方債 13,219,876,365

      事業用資産 32,779,369,780     長期未払金 -

        土地 18,078,268,474     退職手当引当金 2,318,072,231

        立木竹 3,600,000     損失補償等引当金 139,545

        建物 30,657,053,189     その他 538,088,065

        建物減価償却累計額 -16,847,490,148   流動負債 2,335,387,865

        工作物 2,906,641,471     １年内償還予定地方債 1,373,186,002

        工作物減価償却累計額 -2,021,435,606     未払金 -

        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 250,305,641

        航空機 -     預り金 484,726,937

        航空機減価償却累計額 -     その他 227,169,285

        その他 - 負債合計 18,411,564,071

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 2,732,400   固定資産等形成分 79,949,676,785

      インフラ資産 43,808,389,123   余剰分（不足分） -16,896,025,083

        土地 29,794,581,158

        建物 215,772,385

        建物減価償却累計額 -160,194,212

        工作物 24,594,794,046

        工作物減価償却累計額 -10,658,392,134

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 21,827,880

      物品 3,039,067,424

      物品減価償却累計額 -1,986,126,572

    無形固定資産 3,101,383

      ソフトウェア 3,101,383

      その他 -

    投資その他の資産 658,663,647

      投資及び出資金 11,429,000

        有価証券 -

        出資金 11,429,000

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 181,452,569

      長期貸付金 7,214,000

      基金 474,173,000

        減債基金 3,088,000

        その他 471,085,000

      その他 -

      徴収不能引当金 -15,604,922

  流動資産 3,162,750,988

    現金預金 1,463,118,053

    未収金 57,353,321

    短期貸付金 2,584,000

    基金 1,644,628,000

      財政調整基金 1,644,628,000

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -4,932,386 純資産合計 63,053,651,702

資産合計 81,465,215,773 負債及び純資産合計 81,465,215,773

貸借対照表
（令和2年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：蓮田市

会計：一般会計等 （単位：円）

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

  経常費用 17,848,595,671

    業務費用 8,916,225,672

      人件費 3,760,345,324

        職員給与費 2,956,404,699

        賞与等引当金繰入額 250,305,641

        退職手当引当金繰入額 9,893,657

        その他 543,741,327

      物件費等 4,965,769,515

        物件費 2,213,104,661

        維持補修費 1,325,424,252

        減価償却費 1,423,613,670

        その他 3,626,932

      その他の業務費用 190,110,833

        支払利息 69,886,733

        徴収不能引当金繰入額 21,738,130

        その他 98,485,970

    移転費用 8,932,369,999

      補助金等 3,092,229,534

      社会保障給付 3,554,224,890

      他会計への繰出金 2,224,765,825

      その他 61,149,750

  経常収益 442,462,485

    使用料及び手数料 118,032,271

    その他 324,430,214

純経常行政コスト 17,406,133,186

  臨時損失 -

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 -

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

純行政コスト 17,379,272,124

    その他 -

  臨時利益 26,861,062

    資産売却益 26,861,062



【様式第3号】

自治体名：蓮田市

会計：一般会計等 （単位：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 64,265,610,988 81,413,408,349 -17,147,797,361

  純行政コスト（△） -17,379,272,124 -17,379,272,124

  財源 16,167,312,838 16,167,312,838

    税収等 12,199,159,444 12,199,159,444

    国県等補助金 3,968,153,394 3,968,153,394

  本年度差額 -1,211,959,286 -1,211,959,286

  固定資産等の変動（内部変動） -1,463,731,564 1,463,731,564

    有形固定資産等の増加 1,008,769,837 -1,008,769,837

    有形固定資産等の減少 -1,423,613,670 1,423,613,670

    貸付金・基金等の増加 2,416,646,511 -2,416,646,511

    貸付金・基金等の減少 -3,465,534,242 3,465,534,242

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 - -

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -1,211,959,286 -1,463,731,564 251,772,278

本年度末純資産残高 63,053,651,702 79,949,676,785 -16,896,025,083

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：蓮田市

会計：一般会計等 （単位：円）

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 16,390,598,211

    業務費用支出 7,458,228,212

      人件費支出 3,747,724,677

      物件費等支出 3,546,769,505

      支払利息支出 69,886,733

      その他の支出 93,847,297

    移転費用支出 8,932,369,999

      補助金等支出 3,092,229,534

      社会保障給付支出 3,554,224,890

      他会計への繰出支出 2,224,765,825

      その他の支出 61,149,750

  業務収入 16,401,212,782

    税収等収入 12,201,150,577

    国県等補助金収入 3,811,453,258

    使用料及び手数料収入 118,032,271

    その他の収入 270,576,676

  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 10,614,571

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,463,830,610

    公共施設等整備費支出 794,662,610

    基金積立金支出 657,168,000

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 12,000,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,896,261,198

    国県等補助金収入 156,700,136

    基金取崩収入 1,701,259,000

    貸付金元金回収収入 11,441,000

    資産売却収入 26,861,062

    その他の収入 -

投資活動収支 432,430,588

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,539,772,207

    地方債償還支出 1,391,467,954

    その他の支出 148,304,253

  財務活動収入 1,212,206,000

    地方債発行収入 1,212,206,000

前年度末歳計外現金残高 402,022,773

本年度歳計外現金増減額 82,704,164

本年度末歳計外現金残高 484,726,937

本年度末現金預金残高 1,463,118,053

    その他の収入 -

財務活動収支 -327,566,207

本年度資金収支額 115,478,952

前年度末資金残高 862,912,164

本年度末資金残高 978,391,116


