
【様式第1号】

自治体名：あま市

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 98,331,563,396   固定負債 31,731,196,487

    有形固定資産 89,015,675,551     地方債等 26,151,645,461

      事業用資産 61,500,969,655     長期未払金 -

        土地 40,885,904,333     退職手当引当金 2,937,899,239

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 49,430,516,949     その他 2,641,651,787

        建物減価償却累計額 -30,622,986,247   流動負債 3,284,061,413

        工作物 2,059,176,776     １年内償還予定地方債等 2,213,465,039

        工作物減価償却累計額 -1,794,131,300     未払金 317,993,031

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     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 316,152,031

        航空機 -     預り金 325,472,142

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

        その他 - 負債合計 35,015,257,900

        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 101,744,423,120

      インフラ資産 25,839,046,662   余剰分（不足分） -31,537,890,245

        土地 4,551,927,742

        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 4,194,298,677

      物品減価償却累計額 -2,518,639,443

    無形固定資産 200,420,718

      ソフトウェア 197,907,184

      その他 2,513,534

    投資その他の資産 9,115,467,127

      投資及び出資金 334,660,862

        有価証券 300,153,862

        出資金 34,507,000

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 1,362,972,052

      長期貸付金 22,020,000

      基金 6,962,072,168

        減債基金 -

        その他 6,962,072,168

      その他 516,261,349

      徴収不能引当金 -82,519,304

  流動資産 6,890,227,379

    現金預金 2,904,294,939

    未収金 589,204,557

    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 2,654,010

    その他 -

    徴収不能引当金 -18,785,851 純資産合計 70,206,532,875

資産合計 105,221,790,775 負債及び純資産合計 105,221,790,775

全体貸借対照表
（平成31年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：あま市

会計：全体会計 （単位：円）

全体行政コスト計算書
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 41,343,088,678

    業務費用 15,666,759,109

      人件費 5,646,590,791

        職員給与費 4,453,295,750

        賞与等引当金繰入額 314,478,645

        退職手当引当金繰入額 466,982,894

        その他 411,833,502

      物件費等 9,321,433,956

        物件費 6,422,344,504

        維持補修費 380,280,408

        減価償却費 2,518,809,044

        その他 -

      その他の業務費用 698,734,362

        支払利息 177,920,391

        徴収不能引当金繰入額 78,491,704

        その他 442,322,267

    移転費用 25,676,329,569

      補助金等 8,225,574,982

      社会保障給付 16,652,209,187

      他会計への繰出金 796,403,000

      その他 2,142,400

  経常収益 3,080,684,033

    使用料及び手数料 2,069,095,316

    その他 1,011,588,717

純経常行政コスト 38,262,404,645

  臨時損失 292,278,528

    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 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 13,636,779

純行政コスト 38,535,670,468

    その他 180,902,778

  臨時利益 19,012,705

    資産売却益 5,375,926



【様式第3号】

自治体名：あま市

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)

前年度末純資産残高 71,853,427,885 100,900,639,211 -29,047,211,326

  純行政コスト（△） -38,535,670,468 -38,535,670,468

  財源 36,663,360,066 36,663,360,066

    税収等 23,675,343,121 23,675,343,121

    国県等補助金 12,988,016,945 12,988,016,945

  本年度差額 -1,872,310,402 -1,872,310,402

  固定資産等の変動（内部変動） 620,747,869 -620,747,869

    有形固定資産等の増加 4,114,682,578 -4,114,682,578

    有形固定資産等の減少 -2,565,120,924 2,565,120,924

    貸付金・基金等の増加 1,701,878,810 -1,701,878,810

    貸付金・基金等の減少 -2,630,692,595 2,630,692,595

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 223,036,040 223,036,040

  その他 2,379,352 - 2,379,352

  本年度純資産変動額 -1,646,895,010 843,783,909 -2,490,678,919

本年度末純資産残高 70,206,532,875 101,744,423,120 -31,537,890,245

全体純資産変動計算書
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：全体会計 （単位：円）

全体資金収支計算書
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 38,683,466,536

    業務費用支出 12,718,706,037

      人件費支出 5,365,688,180

      物件費等支出 6,804,197,832

      支払利息支出 177,920,391

      その他の支出 370,899,634

    移転費用支出 25,964,760,499

      補助金等支出 8,514,005,912

      社会保障給付支出 16,652,209,187

      他会計への繰出支出 796,403,000

      その他の支出 2,142,400

  業務収入 39,340,660,112

    税収等収入 23,523,058,519

    国県等補助金収入 12,757,367,494

    使用料及び手数料収入 2,061,703,709

    その他の収入 998,530,390

  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 13,636,779

業務活動収支 566,847,955

【投資活動収支】

  投資活動支出 5,141,606,268

    公共施設等整備費支出 3,800,330,766

    基金積立金支出 1,200,953,002

    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 2,569,507,082

    国県等補助金収入 230,407,600

    基金取崩収入 2,055,601,000

    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 -2,572,099,186

【財務活動収支】

  財務活動支出 2,376,184,530

    地方債等償還支出 2,270,630,843

    その他の支出 105,553,687

  財務活動収入 3,635,266,000

    地方債等発行収入 3,526,900,000

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 2,904,294,939

    その他の収入 108,366,000

財務活動収支 1,259,081,470

本年度資金収支額 -746,169,761

前年度末資金残高 3,345,409,630

本年度末資金残高 2,599,239,869


