
【様式第1号】

自治体名：蓮田市

会計：連結会計 （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 95,711,357,448   固定負債 19,586,778,612

    有形固定資産 91,365,097,387     地方債等 14,777,269,070

      事業用資産 36,685,251,775     長期未払金 -

        土地 20,052,886,674     退職手当引当金 2,973,772,164

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

        建物 37,357,006,315     その他 1,835,597,833

        建物減価償却累計額 -21,749,160,420   流動負債 2,851,229,988

        工作物 3,130,151,620     １年内償還予定地方債等 1,620,346,011

        工作物減価償却累計額 -2,111,964,815     未払金 246,561,859

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 18,000

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 284,645,201

        航空機 -     預り金 449,131,350

        航空機減価償却累計額 -     その他 250,527,567

        その他 1 負債合計 22,438,008,600

        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 97,581,234,986

      インフラ資産 52,849,551,333   余剰分（不足分） -18,166,789,755

        土地 33,874,237,435   他団体出資等分 -

        建物 974,586,582

        建物減価償却累計額 -586,830,147

        工作物 33,706,758,133

        工作物減価償却累計額 -15,141,028,550

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 21,827,880

      物品 5,716,588,079

      物品減価償却累計額 -3,886,293,800

    無形固定資産 14,090,636

      ソフトウェア 13,633,832

      その他 456,804

    投資その他の資産 4,332,169,425

      投資及び出資金 9,429,000

        有価証券 -

        出資金 9,429,000

        その他 -

      長期延滞債権 502,817,117

      長期貸付金 8,489,000

      基金 3,866,130,867

        減債基金 3,087,000

        その他 3,863,043,867

      その他 -

      徴収不能引当金 -54,696,559

  流動資産 6,141,096,383

    現金預金 3,993,182,422

    未収金 291,938,695

    短期貸付金 3,009,000

    基金 1,866,868,538

      財政調整基金 1,866,868,538

      減債基金 -

    棚卸資産 3,621,050

    その他 86,510

    徴収不能引当金 -17,609,832

  繰延資産 - 純資産合計 79,414,445,231

資産合計 101,852,453,831 負債及び純資産合計 101,852,453,831

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：蓮田市

会計：連結会計 （単位：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 37,329,793,270

    業務費用 11,580,837,074

      人件費 4,396,803,576

        職員給与費 3,504,214,606

        賞与等引当金繰入額 281,365,574

        退職手当引当金繰入額 48,135,816

        その他 563,087,580

      物件費等 6,538,020,628

        物件費 3,297,169,690

        維持補修費 1,300,897,681

        減価償却費 1,843,631,552

        その他 96,321,705

      その他の業務費用 646,012,870

        支払利息 108,967,633

        徴収不能引当金繰入額 93,911,342

        その他 443,133,895

    移転費用 25,748,956,196

      補助金等 13,882,895,910

      社会保障給付 11,232,246,613

      その他 10,395,673

  経常収益 2,318,806,862

      他会計への繰出金 623,418,000

    使用料及び手数料 1,452,686,449

    その他 866,120,413

純経常行政コスト 35,010,986,408

  臨時損失 83,823,893

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 83,823,893

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 16,536,537

    資産売却益 16,309,231

    その他 227,306

純行政コスト 35,078,273,764



【様式第3号】

自治体名：蓮田市

会計：連結会計 （単位：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 80,724,917,854 98,178,363,252 -17,453,445,398 -

  純行政コスト（△） -35,078,273,764 -35,078,273,764 -

  財源 33,783,494,252 33,783,494,252 -

    税収等 21,217,941,614 21,217,941,614 -

    国県等補助金 12,565,552,638 12,565,552,638 -

  本年度差額 -1,294,779,512 -1,294,779,512 -

  固定資産等の変動（内部変動） -593,181,515 593,181,515

    有形固定資産等の増加 2,803,339,919 -2,803,339,919

    有形固定資産等の減少 -3,233,494,206 3,233,494,206

    貸付金・基金等の増加 2,790,797,428 -2,790,797,428

    貸付金・基金等の減少 -2,953,824,656 2,953,824,656

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 1,388,686 1,388,686

  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 -15,788,794 -5,335,437 -10,453,357 -

  その他 -1,293,003 - -1,293,003

  本年度純資産変動額 -1,310,472,623 -597,128,266 -713,344,357 -

本年度末純資産残高 79,414,445,231 97,581,234,986 -18,166,789,755 -

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：蓮田市

会計：連結会計 （単位：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 35,231,531,455

    業務費用支出 9,481,333,921

      人件費支出 4,335,442,980

      物件費等支出 4,641,270,166

      支払利息支出 108,967,633

      その他の支出 395,653,142

    移転費用支出 25,750,197,534

      補助金等支出 13,882,914,245

      社会保障給付支出 11,232,246,613

      その他の支出 11,618,676

  業務収入 35,702,745,780

    税収等収入 21,151,851,200

    国県等補助金収入 12,317,131,179

    使用料及び手数料収入 1,455,700,606

    その他の収入 778,062,795

  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 471,214,325

【投資活動収支】

  投資活動支出 2,833,126,523

    公共施設等整備費支出 1,496,686,947

    基金積立金支出 1,323,253,466

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 13,184,000

    その他の支出 2,110

  投資活動収入 1,485,953,229

    国県等補助金収入 391,690,631

    基金取崩収入 1,064,829,367

    貸付金元金回収収入 13,125,000

  財務活動収入 1,076,782,000

    地方債等発行収入 1,076,782,000

    その他の収入 -

    資産売却収入 16,308,231

    その他の収入 -

投資活動収支 -1,347,173,294

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,834,573,722

前年度末歳計外現金残高 422,333,689

本年度歳計外現金増減額 13,531,427

本年度末歳計外現金残高 435,865,116

本年度末現金預金残高 3,993,182,422

      他会計への繰出支出 623,418,000

財務活動収支 -757,791,722

本年度資金収支額 -1,633,750,691

前年度末資金残高 5,191,003,800

比例連結割合変更に伴う差額 64,197

本年度末資金残高 3,557,317,306

    地方債等償還支出 1,693,397,125

    その他の支出 141,176,597


