
【様式第1号】

自治体名：あま市

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 83,498,591,056   固定負債 20,597,167,841

    有形固定資産 76,485,755,719     地方債 17,664,029,090

      事業用資産 54,618,982,429     長期未払金 -

        土地 39,832,578,748     退職手当引当金 2,696,453,187

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 43,181,314,700     その他 236,685,564

        建物減価償却累計額 -30,175,400,659   流動負債 2,632,229,692

        工作物 2,022,872,776     １年内償還予定地方債 1,936,601,400

        工作物減価償却累計額 -1,784,872,280     未払金 152,903

        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 291,362,443

        航空機 -     預り金 305,055,070

        航空機減価償却累計額 -     その他 99,057,876

        その他 - 負債合計 23,229,397,533

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 1,542,489,144   固定資産等形成分 86,911,450,780

      インフラ資産 21,549,396,301   余剰分（不足分） -21,815,308,064

        土地 4,452,089,897

        建物 214,658,453

        建物減価償却累計額 -148,757,356

        工作物 44,152,797,953

        工作物減価償却累計額 -27,151,551,893

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 30,159,247

      物品 904,484,177

      物品減価償却累計額 -587,107,188

    無形固定資産 197,142,544

      ソフトウェア 197,142,544

      その他 -

    投資その他の資産 6,815,692,793

      投資及び出資金 1,164,199,000

        有価証券 -

        出資金 1,164,199,000

        その他 -

      投資損失引当金 -675,254,790

      長期延滞債権 584,420,114

      長期貸付金 -

      基金 5,764,671,908

        減債基金 -

        その他 5,764,671,908

      その他 -

      徴収不能引当金 -22,343,439

  流動資産 4,826,949,193

    現金預金 1,227,016,735

    未収金 194,605,225

    短期貸付金 -

    基金 3,412,859,724

      財政調整基金 3,342,073,060

      減債基金 70,786,664

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -7,532,491 純資産合計 65,096,142,716

資産合計 88,325,540,249 負債及び純資産合計 88,325,540,249

一般会計等貸借対照表
（平成31年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：あま市

会計：一般会計等 （単位：円）

一般会計等行政コスト計算書
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 25,438,073,667

    業務費用 11,512,207,511

      人件費 4,084,933,399

        職員給与費 3,123,955,523

        賞与等引当金繰入額 291,362,443

        退職手当引当金繰入額 392,459,922

        その他 277,155,511

      物件費等 7,205,048,435

        物件費 5,005,784,385

        維持補修費 324,084,814

        減価償却費 1,875,179,236

        その他 -

      その他の業務費用 222,225,677

        支払利息 90,523,777

        徴収不能引当金繰入額 29,813,726

        その他 101,888,174

    移転費用 13,925,866,156

      補助金等 4,395,703,111

      社会保障給付 6,047,875,298

      他会計への繰出金 3,480,215,847

      その他 2,071,900

  経常収益 1,060,963,340

    使用料及び手数料 302,270,712

    その他 758,692,628

純経常行政コスト 24,377,110,327

  臨時損失 1,167,938,614

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 111,375,750

    投資損失引当金繰入額 675,254,790

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

純行政コスト 25,539,673,015

    その他 381,308,074

  臨時利益 5,375,926

    資産売却益 5,375,926



【様式第3号】

自治体名：あま市

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 66,750,920,576 86,508,803,054 -19,757,882,478

  純行政コスト（△） -25,539,673,015 -25,539,673,015

  財源 23,661,859,115 23,661,859,115

    税収等 18,167,477,020 18,167,477,020

    国県等補助金 5,494,382,095 5,494,382,095

  本年度差額 -1,877,813,900 -1,877,813,900

  固定資産等の変動（内部変動） 179,611,686 -179,611,686

    有形固定資産等の増加 3,725,691,481 -3,725,691,481

    有形固定資産等の減少 -1,895,072,930 1,895,072,930

    貸付金・基金等の増加 1,322,940,244 -1,322,940,244

    貸付金・基金等の減少 -2,973,947,109 2,973,947,109

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 223,036,040 223,036,040

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -1,654,777,860 402,647,726 -2,057,425,586

本年度末純資産残高 65,096,142,716 86,911,450,780 -21,815,308,064

一般会計等純資産変動計算書
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：あま市

会計：一般会計等 （単位：円）

一般会計等資金収支計算書
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 23,375,102,524

    業務費用支出 9,176,540,078

      人件費支出 3,670,671,004

      物件費等支出 5,329,869,199

      支払利息支出 90,523,777

      その他の支出 85,476,098

    移転費用支出 14,198,562,446

      補助金等支出 4,668,399,401

      社会保障給付支出 6,047,875,298

      他会計への繰出支出 3,480,215,847

      その他の支出 2,071,900

  業務収入 24,492,603,378

    税収等収入 18,181,131,801

    国県等補助金収入 5,263,974,495

    使用料及び手数料収入 301,930,712

    その他の収入 745,566,370

  臨時支出 103,982,400

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 103,982,400

  臨時収入 -

業務活動収支 1,013,518,454

【投資活動収支】

  投資活動支出 4,557,685,768

    公共施設等整備費支出 3,416,549,909

    基金積立金支出 1,053,135,859

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 88,000,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 2,300,665,530

    国県等補助金収入 230,407,600

    基金取崩収入 1,976,866,000

    貸付金元金回収収入 88,016,000

    資産売却収入 5,375,930

    その他の収入 -

投資活動収支 -2,257,020,238

【財務活動収支】

  財務活動支出 2,115,708,652

    地方債償還支出 2,023,080,195

    その他の支出 92,628,457

  財務活動収入 3,466,900,000

    地方債発行収入 3,466,900,000

前年度末歳計外現金残高 280,838,086

本年度歳計外現金増減額 24,216,984

本年度末歳計外現金残高 305,055,070

本年度末現金預金残高 1,227,016,735

    その他の収入 -

財務活動収支 1,351,191,348

本年度資金収支額 107,689,564

前年度末資金残高 814,272,101

本年度末資金残高 921,961,665


