
【様式第1号】

自治体名：五條市

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 137,005,744,023   固定負債 44,232,041,396

    有形固定資産 131,424,863,229     地方債等 33,877,639,646

      事業用資産 40,318,327,806     長期未払金 15,132,529

        土地 15,616,505,130     退職手当引当金 3,469,636,196

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 55,011,095,230     その他 6,869,633,025

        建物減価償却累計額 -32,763,923,385   流動負債 5,474,499,096

        工作物 1,890,621,419     １年内償還予定地方債等 3,964,902,573

        工作物減価償却累計額 -613,268,011     未払金 414,629,969

        船舶 -     未払費用 307,190

        船舶減価償却累計額 -     前受金 569,986,906

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 330,039,638

        航空機 -     預り金 93,013,175

        航空機減価償却累計額 -     その他 101,619,645

        その他 141,036,511 負債合計 49,706,540,492

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 1,036,260,912   固定資産等形成分 139,240,281,704

      インフラ資産 86,892,085,798   余剰分（不足分） -45,242,465,219

        土地 14,994,759,527   他団体出資等分 -

        建物 1,077,114,418

        建物減価償却累計額 -546,787,551

        工作物 147,122,689,594

        工作物減価償却累計額 -76,787,119,686

        その他 1,339,400,262

        その他減価償却累計額 -745,696,776

        建設仮勘定 437,726,010

      物品 13,637,088,999

      物品減価償却累計額 -9,422,639,374

    無形固定資産 585,810,452

      ソフトウェア 60,376,870

      その他 525,433,582

    投資その他の資産 4,995,070,342

      投資及び出資金 44,844,780

        有価証券 3,976,520

        出資金 40,868,260

        その他 -

      長期延滞債権 326,810,748

      長期貸付金 28,819,989

      基金 4,538,974,819

        減債基金 931,964,000

        その他 3,607,010,819

      その他 72,951,941

      徴収不能引当金 -17,331,935

  流動資産 6,698,612,954

    現金預金 1,366,986,168

    未収金 784,930,127

    短期貸付金 1,857,950

    基金 2,232,679,731

      財政調整基金 2,232,679,731

      減債基金 -

    棚卸資産 2,274,151,632

    その他 59,060,894

    徴収不能引当金 -21,053,548

  繰延資産 - 純資産合計 93,997,816,485

資産合計 143,704,356,977 負債及び純資産合計 143,704,356,977

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：五條市

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 32,572,133,741

    業務費用 16,335,408,107

      人件費 6,000,531,054

        職員給与費 4,246,163,931

        賞与等引当金繰入額 330,039,638

        退職手当引当金繰入額 625,316,667

        その他 799,010,818

      物件費等 9,586,384,786

        物件費 3,769,253,769

        維持補修費 394,221,377

        減価償却費 5,166,767,721

        その他 256,141,919

      その他の業務費用 748,492,267

        支払利息 339,870,850

        徴収不能引当金繰入額 22,534,937

        その他 386,086,480

    移転費用 16,236,725,634

      補助金等 8,754,232,305

      社会保障給付 7,384,914,317

      その他 97,579,012

  経常収益 3,305,557,389

    使用料及び手数料 2,430,047,546

    その他 875,509,843

純経常行政コスト 29,266,576,352

  臨時損失 658,525,619

    災害復旧事業費 353,297,275

    資産除売却損 288,673,870

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 16,554,474

  臨時利益 115,122,876

    資産売却益 4,178,090

    その他 110,944,786

純行政コスト 29,809,979,095



【様式第3号】

自治体名：五條市

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 96,454,181,553 144,322,363,197 -47,868,181,644 -

  純行政コスト（△） -29,809,979,095 -29,809,979,095 -

  財源 27,960,117,340 27,960,117,340 -

    税収等 17,507,189,951 17,507,189,951 -

    国県等補助金 10,452,927,389 10,452,927,389 -

  本年度差額 -1,849,861,755 -1,849,861,755 -

  固定資産等の変動（内部変動） -2,989,855,232 2,989,855,232

    有形固定資産等の増加 2,884,860,528 -2,884,860,528

    有形固定資産等の減少 -5,218,733,950 5,218,733,950

    貸付金・基金等の増加 1,505,050,723 -1,505,050,723

    貸付金・基金等の減少 -2,161,032,533 2,161,032,533

  資産評価差額 -22,320 -22,320

  無償所管換等 -76,194,937 -76,194,937

  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 -532,649,896 -2,017,760,814 1,485,110,918 -

  その他 2,363,840 1,751,810 612,030

  本年度純資産変動額 -2,456,365,068 -5,082,081,493 2,625,716,425 -

本年度末純資産残高 93,997,816,485 139,240,281,704 -45,242,465,219 -

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：五條市

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 26,968,138,539

    業務費用支出 10,742,461,563

      人件費支出 5,793,986,886

      物件費等支出 4,447,588,307

      支払利息支出 339,870,850

      その他の支出 161,015,520

    移転費用支出 16,225,676,976

      補助金等支出 8,754,232,305

      社会保障給付支出 7,384,914,317

      その他の支出 86,530,354

  業務収入 29,965,319,405

    税収等収入 17,094,258,291

    国県等補助金収入 9,672,202,432

    使用料及び手数料収入 2,406,331,411

    その他の収入 792,527,271

  臨時支出 605,454,698

    災害復旧事業費支出 353,297,275

    その他の支出 252,157,423

  臨時収入 216,389,000

業務活動収支 2,608,115,168

【投資活動収支】

  投資活動支出 4,043,962,202

    公共施設等整備費支出 2,845,331,661

    基金積立金支出 1,196,859,151

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 1,771,390

    その他の支出 -

  投資活動収入 2,769,723,014

    国県等補助金収入 901,136,389

    基金取崩収入 1,856,855,161

    貸付金元金回収収入 5,849,293

    資産売却収入 4,206,859

    その他の収入 1,675,312

投資活動収支 -1,274,239,188

【財務活動収支】

  財務活動支出 4,542,255,877

    地方債等償還支出 4,498,012,979

    その他の支出 44,242,898

  財務活動収入 3,281,234,531

    地方債等発行収入 3,281,063,801

    その他の収入 170,730

前年度末歳計外現金残高 37,215,808

本年度歳計外現金増減額 468,467

本年度末歳計外現金残高 37,684,275

本年度末現金預金残高 1,366,986,168

財務活動収支 -1,261,021,346

本年度資金収支額 72,854,634

前年度末資金残高 1,432,238,321

比例連結割合変更に伴う差額 -175,791,062

本年度末資金残高 1,329,301,893


