
【様式第1号】

自治体名：あま市

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 102,539,021,579   固定負債 32,694,998,304

    有形固定資産 92,539,510,425     地方債等 26,470,374,392

      事業用資産 64,548,253,700     長期未払金 -

        土地 42,386,912,080     退職手当引当金 3,582,972,125

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 51,654,855,990     その他 2,641,651,787

        建物減価償却累計額 -31,727,113,821   流動負債 3,488,992,047

        工作物 3,512,037,705     １年内償還予定地方債等 2,359,637,419

        工作物減価償却累計額 -2,861,951,037     未払金 317,993,031

        船舶 1,127,475     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -392,848     前受金 2,387,120

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 370,548,765

        航空機 -     預り金 329,833,662

        航空機減価償却累計額 -     その他 108,592,050

        その他 - 負債合計 36,183,990,351

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 1,582,778,156   固定資産等形成分 106,281,402,490

      インフラ資産 25,871,424,504   余剰分（不足分） -32,268,330,709

        土地 4,584,305,584   他団体出資等分 -

        建物 655,600,364

        建物減価償却累計額 -330,277,664

        工作物 51,449,943,369

        工作物減価償却累計額 -30,662,008,096

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 173,860,947

      物品 5,219,514,954

      物品減価償却累計額 -3,099,682,733

    無形固定資産 204,618,610

      ソフトウェア 202,105,076

      その他 2,513,534

    投資その他の資産 9,794,892,544

      投資及び出資金 334,662,304

        有価証券 300,155,304

        出資金 34,507,000

        その他 -

      長期延滞債権 1,367,329,162

      長期貸付金 22,020,000

      基金 7,637,139,033

        減債基金 -

        その他 7,637,139,033

      その他 516,261,349

      徴収不能引当金 -82,519,304

  流動資産 7,658,040,553

    現金預金 3,342,532,933

    未収金 589,258,550

    短期貸付金 -

    基金 3,742,380,911

      財政調整基金 3,671,594,247

      減債基金 70,786,664

    棚卸資産 2,654,010

    その他 -

    徴収不能引当金 -18,785,851

  繰延資産 - 純資産合計 74,013,071,781

資産合計 110,197,062,132 負債及び純資産合計 110,197,062,132

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：あま市

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 49,602,334,154

    業務費用 17,469,517,504

      人件費 6,532,431,925

        職員給与費 5,269,984,500

        賞与等引当金繰入額 368,646,451

        退職手当引当金繰入額 468,218,580

        その他 425,582,394

      物件費等 10,065,793,288

        物件費 6,900,742,609

        維持補修費 458,806,640

        減価償却費 2,705,819,301

        その他 424,738

      その他の業務費用 871,292,291

        支払利息 181,476,173

        徴収不能引当金繰入額 78,491,704

        その他 611,324,414

    移転費用 32,132,816,650

      補助金等 4,619,762,695

      社会保障給付 26,624,694,140

      その他 91,956,815

  経常収益 3,221,980,277

    使用料及び手数料 2,114,562,390

    その他 1,107,417,887

純経常行政コスト 46,380,353,877

  臨時損失 374,307,453

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 112,422,438

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 261,885,015

  臨時利益 5,375,926

    資産売却益 5,375,926

    その他 -

純行政コスト 46,749,285,404



【様式第3号】

自治体名：あま市

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 75,238,866,071 105,505,549,807 -30,266,683,736 -

  純行政コスト（△） -46,749,285,404 -46,749,285,404 -

  財源 45,012,331,161 45,012,331,161 -

    税収等 23,677,918,391 23,677,918,391 -

    国県等補助金 21,334,412,770 21,334,412,770 -

  本年度差額 -1,736,954,243 -1,736,954,243 -

  固定資産等の変動（内部変動） 240,232,416 -240,232,416

    有形固定資産等の増加 4,442,748,838 -4,442,748,838

    有形固定資産等の減少 -2,753,177,870 2,753,177,870

    貸付金・基金等の増加 1,817,265,899 -1,817,265,899

    貸付金・基金等の減少 -3,266,604,451 3,266,604,451

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 223,036,040 223,036,040

  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 285,744,561 312,584,227 -26,839,666 -

  その他 2,379,352 - 2,379,352

  本年度純資産変動額 -1,225,794,290 775,852,683 -2,001,646,973 -

本年度末純資産残高 74,013,071,781 106,281,402,490 -32,268,330,709 -

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：あま市

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 46,759,083,296

    業務費用支出 14,337,835,715

      人件費支出 6,259,012,773

      物件費等支出 7,362,490,005

      支払利息支出 181,476,173

      その他の支出 534,856,764

    移転費用支出 32,421,247,581

      補助金等支出 4,908,193,625

      社会保障給付支出 26,624,694,140

      その他の支出 91,956,816

  業務収入 47,741,746,831

    税収等収入 23,525,633,789

    国県等補助金収入 21,011,304,365

    使用料及び手数料収入 2,107,170,783

    その他の収入 1,097,637,894

  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 106,095,733

業務活動収支 984,776,868

【投資活動収支】

  投資活動支出 5,582,552,148

    公共施設等整備費支出 4,128,397,026

    基金積立金支出 1,313,832,622

    投資及び出資金支出 50,162,500

    貸付金支出 90,160,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 2,598,555,714

    国県等補助金収入 230,407,600

    基金取崩収入 2,084,649,632

    貸付金元金回収収入 90,176,000

    資産売却収入 5,375,930

    その他の収入 187,946,552

投資活動収支 -2,983,996,434

【財務活動収支】

  財務活動支出 2,516,735,715

    地方債等償還支出 2,411,182,028

    その他の支出 105,553,687

  財務活動収入 3,760,889,810

    地方債等発行収入 3,652,523,810

    その他の収入 108,366,000

前年度末歳計外現金残高 285,345,207

本年度歳計外現金増減額 24,071,383

本年度末歳計外現金残高 309,416,590

本年度末現金預金残高 3,342,532,933

財務活動収支 1,244,154,095

本年度資金収支額 -755,065,471

前年度末資金残高 3,774,165,948

比例連結割合変更に伴う差額 14,015,866

本年度末資金残高 3,033,116,343


