
【様式第1号】

自治体名：蓮田市

会計：全体会計 （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 93,049,266,525   固定負債 18,426,296,110

    有形固定資産 89,467,416,996     地方債等 14,132,471,132

      事業用資産 34,859,227,356     長期未払金 -

        土地 19,708,108,163     退職手当引当金 2,468,217,402

        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 1,825,468,031

        建物減価償却累計額 -16,161,206,107   流動負債 2,676,723,058

        工作物 2,961,606,991     １年内償還予定地方債等 1,514,321,345

        工作物減価償却累計額 -1,954,441,279     未払金 243,171,484

        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 272,180,256

        航空機 -     預り金 402,022,773

        航空機減価償却累計額 -     その他 245,027,200

        その他 - 負債合計 21,103,019,168

        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 94,916,096,525

      インフラ資産 52,849,551,333   余剰分（不足分） -17,122,737,396

        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 5,499,740,566

      物品減価償却累計額 -3,741,102,259

    無形固定資産 8,738,802

      ソフトウェア 8,282,002

      その他 456,800

    投資その他の資産 3,573,110,727

      投資及び出資金 11,429,000

        有価証券 -

        出資金 11,429,000

        その他 -

      長期延滞債権 502,817,117

      長期貸付金 6,230,000

      基金 3,107,331,169

        減債基金 3,087,000

        その他 3,104,244,169

      その他 -

      徴収不能引当金 -54,696,559

  流動資産 5,847,111,772

    現金預金 3,705,167,993

    未収金 289,016,051

    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 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 77,793,359,129

資産合計 98,896,378,297 負債及び純資産合計 98,896,378,297

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：全体会計 （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 28,261,516,408

    業務費用 10,350,282,544

      人件費 4,079,585,171

        職員給与費 3,212,547,468

        賞与等引当金繰入額 268,900,256

        退職手当引当金繰入額 36,219,796

        その他 561,917,651

      物件費等 5,643,897,603

        物件費 2,667,819,787

        維持補修費 1,270,645,672

        減価償却費 1,701,556,507

        その他 3,875,637

      その他の業務費用 626,799,770

        支払利息 105,896,791

        徴収不能引当金繰入額 93,911,342

        その他 426,991,637

    移転費用 17,911,233,864

      補助金等 13,745,759,539

      社会保障給付 3,530,765,480

      その他 11,290,845

  経常収益 1,790,510,264

      他会計への繰出金 623,418,000

    使用料及び手数料 1,239,528,590

    その他 550,981,674

純経常行政コスト 26,471,006,144

  臨時損失 -

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 16,308,231

    資産売却益 16,308,231

    その他 -

純行政コスト 26,454,697,913



【様式第3号】

自治体名：蓮田市

会計：全体会計 （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 79,044,516,451 95,020,453,059 -15,975,936,608 -

  純行政コスト（△） -26,454,697,913 -26,454,697,913 -

  財源 25,203,540,591 25,203,540,591 -

    税収等 15,205,144,972 15,205,144,972 -

    国県等補助金 9,998,395,619 9,998,395,619 -

  本年度差額 -1,251,157,322 -1,251,157,322 -

  固定資産等の変動（内部変動） -104,356,534 104,356,534

    有形固定資産等の増加 1,754,717,796 -1,754,717,796

    有形固定資産等の減少 -1,981,900,523 1,981,900,523

    貸付金・基金等の増加 2,693,871,646 -2,693,871,646

    貸付金・基金等の減少 -2,571,045,453 2,571,045,453

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 - -

  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 - - -

  本年度純資産変動額 -1,251,157,322 -104,356,534 -1,146,800,788 -

本年度末純資産残高 77,793,359,129 94,916,096,525 -17,122,737,396 -

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：全体会計 （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 26,320,658,274

    業務費用支出 8,409,424,410

      人件費支出 4,037,126,072

      物件費等支出 3,886,214,220

      支払利息支出 105,896,791

      その他の支出 380,187,327

    移転費用支出 17,911,233,864

      補助金等支出 13,745,759,539

      社会保障給付支出 3,530,765,480

      その他の支出 11,290,845

  業務収入 26,593,950,002

    税収等収入 15,139,054,558

    国県等補助金収入 9,749,974,160

    使用料及び手数料収入 1,242,542,747

    その他の収入 462,378,537

  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 273,291,728

【投資活動収支】

  投資活動支出 2,722,989,487

    公共施設等整備費支出 1,480,233,520

    基金積立金支出 1,229,571,967

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 13,184,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,433,633,846

    国県等補助金収入 391,442,615

    基金取崩収入 1,013,408,000

    貸付金元金回収収入 12,475,000

  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 -1,289,355,641

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,727,130,274

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 3,705,167,993

      他会計への繰出支出 623,418,000

財務活動収支 -650,348,274

本年度資金収支額 -1,666,412,187

前年度末資金残高 4,969,557,407

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 3,303,145,220

    地方債等償還支出 1,591,454,044

    その他の支出 135,676,230


