
【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 79,546,578,349   固定負債 16,229,853,076

    有形固定資産 78,051,877,636     地方債 13,380,856,367

      事業用資産 33,125,808,774     長期未払金 -

        土地 18,029,655,101     退職手当引当金 2,354,090,272

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

        建物 30,298,827,188     その他 494,766,892

        建物減価償却累計額 -16,161,206,107   流動負債 2,245,756,862

        工作物 2,906,641,471     １年内償還予定地方債 1,391,467,954

        工作物減価償却累計額 -1,954,441,279     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 247,578,651

        航空機 -     預り金 402,022,773

        航空機減価償却累計額 -     その他 204,687,484

        その他 - 負債合計 18,475,609,938

        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 81,413,408,349

      インフラ資産 43,932,296,170   余剰分（不足分） -17,147,797,361

        土地 29,777,119,405

        建物 215,772,385

        建物減価償却累計額 -154,081,273

        工作物 24,293,964,726

        工作物減価償却累計額 -10,222,306,953

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 21,827,880

      物品 2,755,428,034

      物品減価償却累計額 -1,761,655,342

    無形固定資産 6,767,335

      ソフトウェア 6,767,335

      その他 -

    投資その他の資産 1,487,933,378

      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 187,189,349

      長期貸付金 6,230,000

      基金 1,299,071,000

        減債基金 3,087,000

        その他 1,295,984,000

      その他 -

      徴収不能引当金 -15,985,971

  流動資産 3,194,642,577

    現金預金 1,264,934,937

    未収金 68,748,787

    短期貸付金 3,009,000

    基金 1,863,821,000

      財政調整基金 1,863,821,000

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -5,871,147 純資産合計 64,265,610,988

資産合計 82,741,220,926 負債及び純資産合計 82,741,220,926

貸借対照表
（平成31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）

    その他 -

純行政コスト 16,009,498,572

    その他 -

  臨時利益 16,308,231

    資産売却益 16,308,231

    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 -

純経常行政コスト 16,025,806,803

  臨時損失 -

    災害復旧事業費 -

  経常収益 499,887,237

    使用料及び手数料 125,958,564

    その他 373,928,673

      社会保障給付 3,530,525,480

      他会計への繰出金 2,367,484,786

      その他 11,187,565

        その他 184,293,347

    移転費用 7,989,957,926

      補助金等 2,080,760,095

      その他の業務費用 300,296,215

        支払利息 85,102,721

        徴収不能引当金繰入額 30,900,147

        維持補修費 1,178,711,784

        減価償却費 1,421,791,221

        その他 3,794,933

        その他 510,105,393

      物件費等 4,465,952,802

        物件費 1,861,654,864

        職員給与費 2,985,575,540

        賞与等引当金繰入額 247,578,651

        退職手当引当金繰入額 26,227,513

  経常費用 16,525,694,040

    業務費用 8,535,736,114

      人件費 3,769,487,097

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



【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 64,411,230,192 81,860,991,227 -17,449,761,035

  純行政コスト（△） -16,009,498,572 -16,009,498,572

  財源 15,863,879,368 15,863,879,368

    税収等 12,203,722,678 12,203,722,678

    国県等補助金 3,660,156,690 3,660,156,690

  本年度差額 -145,619,204 -145,619,204

  固定資産等の変動（内部変動） -447,582,878 447,582,878

    有形固定資産等の増加 1,371,800,569 -1,371,800,569

    有形固定資産等の減少 -1,662,229,678 1,662,229,678

    貸付金・基金等の増加 1,938,129,552 -1,938,129,552

    貸付金・基金等の減少 -2,095,283,321 2,095,283,321

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 - -

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -145,619,204 -447,582,878 301,963,674

本年度末純資産残高 64,265,610,988 81,413,408,349 -17,147,797,361

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：蓮田市

会計：一般会計等 （単位：円）

前年度末歳計外現金残高 386,391,628

本年度歳計外現金増減額 15,631,145

本年度末歳計外現金残高 402,022,773

本年度末現金預金残高 1,264,934,937

    その他の収入 -

財務活動収支 -609,399,661

本年度資金収支額 -301,608,293

前年度末資金残高 1,164,520,457

本年度末資金残高 862,912,164

  財務活動支出 1,607,181,661

    地方債償還支出 1,471,505,431

    その他の支出 135,676,230

  財務活動収入 997,782,000

    地方債発行収入 997,782,000

    貸付金元金回収収入 12,475,000

    資産売却収入 16,308,231

    その他の収入 -

投資活動収支 -741,938,603

【財務活動収支】

    貸付金支出 13,184,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,065,204,690

    国県等補助金収入 248,421,459

    基金取崩収入 788,000,000

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,807,143,293

    公共施設等整備費支出 1,133,730,293

    基金積立金支出 660,229,000

    投資及び出資金支出 -

  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 1,049,729,971

  業務収入 16,088,268,106

    税収等収入 12,194,416,474

    国県等補助金収入 3,411,735,231

    使用料及び手数料収入 125,958,564

    その他の収入 356,157,837

    移転費用支出 7,989,957,926

      補助金等支出 2,080,760,095

      社会保障給付支出 3,530,525,480

      他会計への繰出支出 2,367,484,786

      その他の支出 11,187,565

    業務費用支出 7,048,580,209

      人件費支出 3,737,877,121

      物件費等支出 3,048,835,255

      支払利息支出 85,102,721

      その他の支出 176,765,112

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 15,038,538,135


