
【様式第1号】

自治体名：岡山市

会計：一般会計等 （単位：百万円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 790,240   固定負債 382,123

    有形固定資産 711,819     地方債 321,819

      事業用資産 363,515     長期未払金 -

        土地 200,830     退職手当引当金 58,417

        立木竹 452     損失補償等引当金 26

        建物 392,588     その他 1,860

        建物減価償却累計額 △ 236,178   流動負債 37,954

        工作物 3,636     １年内償還予定地方債 29,488

        工作物減価償却累計額 △ 1,787     未払金 -

        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 5,938

        航空機 1,036     預り金 2,235

        航空機減価償却累計額 △ 829     その他 292

        その他 2,978 負債合計 420,077

        その他減価償却累計額 △ 2,978 【純資産の部】

        建設仮勘定 3,768   固定資産等形成分 832,643

      インフラ資産 339,479   余剰分（不足分） △ 400,166

        土地 95,491

        建物 6,526

        建物減価償却累計額 △ 3,621

        工作物 614,179

        工作物減価償却累計額 △ 398,467

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 25,371

      物品 51,074

      物品減価償却累計額 △ 42,248

    無形固定資産 1,358

      ソフトウェア 1,304

      その他 54

    投資その他の資産 77,063

      投資及び出資金 18,570

        有価証券 329

        出資金 18,241

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 5,718

      長期貸付金 18,329

      基金 34,855

        減債基金 -

        その他 34,855

      その他 -

      徴収不能引当金 △ 409

  流動資産 62,314

    現金預金 18,845

    未収金 1,124

    短期貸付金 2,298

    基金 40,104

      財政調整基金 20,050

      減債基金 20,054

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 △ 58 純資産合計 432,477

資産合計 852,554 負債及び純資産合計 852,554

貸借対照表
（平成31年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：岡山市

会計：一般会計等 （単位：百万円）

    その他 15,911

純行政コスト 252,292

    その他 236

  臨時利益 15,999

    資産売却益 88

    資産除売却損 1,546

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

純経常行政コスト 266,033

  臨時損失 2,258

    災害復旧事業費 476

  経常収益 11,540

    使用料及び手数料 6,867

    その他 4,673

      社会保障給付 65,688

      他会計への繰出金 19,382

      その他 69

        その他 1,608

    移転費用 119,643

      補助金等 34,503

      その他の業務費用 4,590

        支払利息 2,774

        徴収不能引当金繰入額 207

        維持補修費 6,603

        減価償却費 21,304

        その他 -

        その他 3,730

      物件費等 73,861

        物件費 45,954

        職員給与費 69,811

        賞与等引当金繰入額 5,938

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 277,573

    業務費用 157,930

      人件費 79,479

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



【様式第3号】

自治体名：岡山市

会計：一般会計等 （単位：百万円）

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 420,120 828,469 △ 408,349

  純行政コスト（△） △ 252,292 △ 252,292

  財源 264,385 264,385

    税収等 189,391 189,391

    国県等補助金 74,994 74,994

  本年度差額 12,093 12,093

  固定資産等の変動（内部変動） 3,910 △ 3,910

    有形固定資産等の増加 24,476 △ 24,476

    有形固定資産等の減少 △ 24,245 24,245

    貸付金・基金等の増加 19,437 △ 19,437

    貸付金・基金等の減少 △ 15,757 15,757

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 441 441

  その他 △ 177 △ 177 -

  本年度純資産変動額 12,357 4,174 8,183

本年度末純資産残高 432,477 832,643 △ 400,166

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：岡山市

会計：一般会計等 （単位：百万円）

前年度末歳計外現金残高 1,831

本年度歳計外現金増減額 404

本年度末歳計外現金残高 2,235

本年度末現金預金残高 18,845

    その他の収入 -

財務活動収支 11,350

本年度資金収支額 5,063

前年度末資金残高 11,547

本年度末資金残高 16,610

  財務活動支出 27,143

    地方債償還支出 26,474

    その他の支出 669

  財務活動収入 38,493

    地方債発行収入 38,493

    貸付金元金回収収入 2,458

    資産売却収入 1,482

    その他の収入 -

投資活動収支 △ 18,645

【財務活動収支】

    貸付金支出 768

    その他の支出 177

  投資活動収入 20,940

    国県等補助金収入 8,620

    基金取崩収入 8,379

【投資活動収支】

  投資活動支出 39,585

    公共施設等整備費支出 24,476

    基金積立金支出 14,061

    投資及び出資金支出 104

  臨時支出 476

    災害復旧事業費支出 476

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 12,358

  業務収入 267,405

    税収等収入 189,523

    国県等補助金収入 66,373

    使用料及び手数料収入 6,890

    その他の収入 4,620

    移転費用支出 119,612

      補助金等支出 34,503

      社会保障給付支出 65,658

      他会計への繰出支出 19,382

      その他の支出 69

    業務費用支出 134,958

      人件費支出 78,019

      物件費等支出 54,165

      支払利息支出 2,774

      その他の支出 -

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 254,571



【様式第1号】

自治体名：岡山市

会計：全体会計 （単位：百万円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 1,302,326   固定負債 774,080

    有形固定資産 1,205,078     地方債等 542,235

      事業用資産 368,412     長期未払金 -

        土地 203,247     退職手当引当金 61,759

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 26

        立木竹 452     その他 170,060

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 68,776

        建物 399,395     １年内償還予定地方債等 50,198

        建物減価償却累計額 △ 241,172     未払金 8,168

        建物減損損失累計額 -     未払費用 189

        工作物 4,946     前受金 123

        工作物減価償却累計額 △ 2,645     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 6,271

        船舶 -     預り金 3,445

        船舶減価償却累計額 -     その他 381

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 842,856

        浮標等 - 【純資産の部】

        浮標等減価償却累計額 -   固定資産等形成分 1,344,729

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） △ 795,774

        航空機 1,036   他団体出資等分 113

        航空機減価償却累計額 △ 829

        航空機減損損失累計額 -

        その他 2,978

        その他減価償却累計額 △ 2,978

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 3,983

      インフラ資産 827,426

        土地 118,614

        土地減損損失累計額 -

        建物 22,639

        建物減価償却累計額 △ 9,814

        建物減損損失累計額 -

        工作物 1,226,902

        工作物減価償却累計額 △ 585,747

        工作物減損損失累計額 -

        その他 48,968

        その他減価償却累計額 △ 24,081

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 29,945

      物品 52,550

      物品減価償却累計額 △ 43,310

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 8,725

      ソフトウェア 1,350

      その他 7,375

    投資その他の資産 88,523

      投資及び出資金 18,590

        有価証券 339

        出資金 18,251

        その他 -

      長期延滞債権 7,624

      長期貸付金 18,329

      基金 41,410

        減債基金 -

        その他 41,410

      その他 3,877

      徴収不能引当金 △ 1,306

  流動資産 89,597

    現金預金 41,302

    未収金 6,489

    短期貸付金 2,298

    基金 40,104

      財政調整基金 20,050

      減債基金 20,054

    棚卸資産 122

    その他 0

    徴収不能引当金 △ 719

  繰延資産 - 純資産合計 549,067

資産合計 1,391,923 負債及び純資産合計 1,391,923

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：岡山市

会計：全体会計 （単位：百万円）

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 424,189

    業務費用 194,761

      人件費 84,005

        職員給与費 73,156

        賞与等引当金繰入額 6,137

        退職手当引当金繰入額 112

        その他 4,600

      物件費等 99,847

        物件費 54,006

        維持補修費 7,857

        減価償却費 37,984

        その他 -

      その他の業務費用 10,909

        支払利息 7,064

        徴収不能引当金繰入額 297

        その他 3,548

    移転費用 229,428

      補助金等 163,634

      社会保障給付 65,725

      その他 69

  経常収益 35,976

    使用料及び手数料 29,808

    その他 6,168

純経常行政コスト 388,213

  臨時損失 2,292

    災害復旧事業費 487

    資産除売却損 1,547

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 258

  臨時利益 16,441

    資産売却益 88

    その他 16,353

純行政コスト 374,064



【様式第3号】

自治体名：岡山市

会計：全体会計 （単位：百万円）

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 533,013 1,340,325 △ 807,368 56

  純行政コスト（△） △ 374,064 △ 374,064 -

  財源 389,852 389,852 -

    税収等 242,434 242,434 -

    国県等補助金 147,417 147,417 -

  本年度差額 15,787 15,787 -

  固定資産等の変動（内部変動） 4,140 △ 4,140

    有形固定資産等の増加 41,054 △ 41,054

    有形固定資産等の減少 △ 41,365 41,365

    貸付金・基金等の増加 22,826 △ 22,826

    貸付金・基金等の減少 △ 18,375 18,375

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 441 441

  他団体出資等分の増加 △ 57 57

  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 △ 174 △ 177 3

  本年度純資産変動額 16,055 4,404 11,594 57

本年度末純資産残高 549,067 1,344,729 △ 795,774 113

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：岡山市

会計：全体会計 （単位：百万円）

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 384,063

    業務費用支出 154,666

      人件費支出 82,598

      物件費等支出 64,567

      支払利息支出 7,064

      その他の支出 436

    移転費用支出 229,398

      補助金等支出 163,634

      社会保障給付支出 65,695

      その他の支出 69

  業務収入 410,963

    税収等収入 236,288

    国県等補助金収入 138,797

    使用料及び手数料収入 29,715

    その他の収入 6,164

  臨時支出 511

    災害復旧事業費支出 487

    その他の支出 24

  臨時収入 48

業務活動収支 26,437

【投資活動収支】

  投資活動支出 56,552

    公共施設等整備費支出 40,181

    基金積立金支出 14,824

    投資及び出資金支出 104

    貸付金支出 811

    その他の支出 632

  投資活動収入 24,979

    国県等補助金収入 11,107

    基金取崩収入 8,845

    貸付金元金回収収入 2,501

    資産売却収入 1,488

    その他の収入 1,038

投資活動収支 △ 31,573

【財務活動収支】

  財務活動支出 55,643

    地方債等償還支出 43,053

    その他の支出 12,591

  財務活動収入 65,848

    地方債等発行収入 51,577

    その他の収入 14,272

前年度末歳計外現金残高 1,831

本年度歳計外現金増減額 404

本年度末歳計外現金残高 2,235

本年度末現金預金残高 41,302

財務活動収支 10,205

本年度資金収支額 5,069

前年度末資金残高 33,997

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 39,066



【様式第1号】

自治体名：岡山市

会計：連結会計 （単位：百万円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 1,336,195   固定負債 797,010

    有形固定資産 1,235,247     地方債等 547,389

      事業用資産 384,790     長期未払金 -

        土地 207,310     退職手当引当金 65,913

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 26

        立木竹 452     その他 183,681

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 73,799

        建物 415,287     １年内償還予定地方債等 51,813

        建物減価償却累計額 △ 246,385     未払金 10,635

        建物減損損失累計額 -     未払費用 311

        工作物 11,185     前受金 132

        工作物減価償却累計額 △ 7,249     前受収益 12

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 6,680

        船舶 -     預り金 3,567

        船舶減価償却累計額 -     その他 647

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 870,809

        浮標等 - 【純資産の部】

        浮標等減価償却累計額 -   固定資産等形成分 1,378,631

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） △ 821,003

        航空機 1,036   他団体出資等分 15,427

        航空機減価償却累計額 △ 829

        航空機減損損失累計額 -

        その他 2,980

        その他減価償却累計額 △ 2,979

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 3,983

      インフラ資産 839,364

        土地 119,707

        土地減損損失累計額 -

        建物 24,456

        建物減価償却累計額 △ 10,918

        建物減損損失累計額 -

        工作物 1,240,464

        工作物減価償却累計額 △ 590,864

        工作物減損損失累計額 -

        その他 54,828

        その他減価償却累計額 △ 28,408

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 30,097

      物品 58,594

      物品減価償却累計額 △ 47,501

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 24,186

      ソフトウェア 1,665

      その他 22,521

    投資その他の資産 76,762

      投資及び出資金 16,312

        有価証券 1,002

        出資金 15,249

        その他 61

      長期延滞債権 7,625

      長期貸付金 1,484

      基金 48,018

        減債基金 -

        その他 48,018

      その他 4,630

      徴収不能引当金 △ 1,306

  流動資産 107,669

    現金預金 51,051

    未収金 9,259

    短期貸付金 2,298

    基金 40,137

      財政調整基金 20,083

      減債基金 20,054

    棚卸資産 5,608

    その他 42

    徴収不能引当金 △ 727

  繰延資産 - 純資産合計 573,055

資産合計 1,443,864 負債及び純資産合計 1,443,864

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：岡山市

会計：連結会計 （単位：百万円）

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 522,314

    業務費用 221,787

      人件費 94,518

        職員給与費 79,698

        賞与等引当金繰入額 6,512

        退職手当引当金繰入額 612

        その他 7,696

      物件費等 111,035

        物件費 60,872

        維持補修費 8,051

        減価償却費 40,663

        その他 1,448

      その他の業務費用 16,234

        支払利息 7,400

        徴収不能引当金繰入額 301

        その他 8,534

    移転費用 300,528

      補助金等 234,646

      社会保障給付 65,725

      その他 157

  経常収益 57,417

    使用料及び手数料 42,986

    その他 14,431

純経常行政コスト 464,897

  臨時損失 2,593

    災害復旧事業費 487

    資産除売却損 1,609

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 497

  臨時利益 16,450

    資産売却益 89

    その他 16,361

純行政コスト 451,040



【様式第3号】

自治体名：岡山市

会計：連結会計 （単位：百万円）

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 558,083 1,376,376 △ 833,535 15,241

  純行政コスト（△） △ 451,040 △ 451,040 -

  財源 465,738 465,738 -

    税収等 282,159 282,159 -

    国県等補助金 183,579 183,579 -

  本年度差額 14,698 14,698 -

  固定資産等の変動（内部変動） 1,840 △ 1,840

    有形固定資産等の増加 41,903 △ 41,903

    有形固定資産等の減少 △ 44,129 44,129

    貸付金・基金等の増加 26,236 △ 26,236

    貸付金・基金等の減少 △ 22,171 22,171

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 441 441

  他団体出資等分の増加 △ 166 166

  他団体出資等分の減少 - -

  比例連結割合変更に伴う差額 △ 189 △ 213 3 20

  その他 23 187 △ 163

  本年度純資産変動額 14,972 2,254 12,532 186

本年度末純資産残高 573,055 1,378,631 △ 821,003 15,427

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：岡山市

会計：連結会計 （単位：百万円）

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 478,102

    業務費用支出 177,400

      人件費支出 93,053

      物件費等支出 71,884

      支払利息支出 7,400

      その他の支出 5,063

    移転費用支出 300,702

      補助金等支出 234,636

      社会保障給付支出 65,695

      その他の支出 371

  業務収入 507,102

    税収等収入 275,001

    国県等補助金収入 174,972

    使用料及び手数料収入 42,868

    その他の収入 14,262

  臨時支出 622

    災害復旧事業費支出 487

    その他の支出 134

  臨時収入 48

業務活動収支 28,426

【投資活動収支】

  投資活動支出 58,985

    公共施設等整備費支出 41,045

    基金積立金支出 16,727

    投資及び出資金支出 130

    貸付金支出 370

    その他の支出 713

  投資活動収入 27,282

    国県等補助金収入 11,530

    基金取崩収入 11,588

    貸付金元金回収収入 1,501

    資産売却収入 1,564

    その他の収入 1,099

投資活動収支 △ 31,703

【財務活動収支】

  財務活動支出 57,466

    地方債等償還支出 44,865

    その他の支出 12,601

  財務活動収入 66,161

    地方債等発行収入 51,968

    その他の収入 14,193

前年度末歳計外現金残高 1,832

本年度歳計外現金増減額 404

本年度末歳計外現金残高 2,236

本年度末現金預金残高 51,051

財務活動収支 8,695

本年度資金収支額 5,418

前年度末資金残高 43,354

比例連結割合変更に伴う差額 43

本年度末資金残高 48,815
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