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山梨県歳入歳出決算書

平 成 26 年 度



一　　般　　会　　計



第　 1　款 県税 85,430,410,117 円
第　 2　款 地方消費税清算金 20,369,794,699
第　 3　款 地方譲与税 17,025,613,062
第　 4　款 地方特例交付金 263,410,000
第　 5　款 地方交付税 135,286,569,000
第　 6　款 交通安全対策特別交付金 285,307,000
第　 7　款 分担金及び負担金 2,145,815,517
第　 8　款 使用料及び手数料 6,461,729,128
第　 9　款 国庫支出金 65,093,429,740
第　10　款 財産収入 618,125,397
第　11　款 寄附金 251,350,257
第　12　款 繰入金 40,629,354,311
第　13　款 繰越金 13,567,645,972
第　14　款 諸収入 30,301,964,829
第　15　款 県債 67,542,100,000

歳　　入　　合　　計 485,272,619,029

第　 1　款 議会費 958,184,425 円
第　 2　款 総務費 33,653,889,726
第　 3　款 民生費 49,629,196,352
第　 4　款 衛生費 20,206,494,682
第　 5　款 労働費 2,705,120,123
第　 6　款 農林水産業費 36,082,968,942
第　 7　款 商工費 29,592,696,221
第　 8　款 土木費 81,561,031,010
第　 9　款 警察費 21,380,329,480
第　10　款 教育費 92,283,402,223
第　11　款 災害復旧費 798,679,789
第　12　款 公債費 85,487,153,181
第　13　款 諸支出金 20,764,926,494
第　14　款 予備費 0

歳　　出　　合　　計 475,104,072,648
歳　入　歳　出　差　引　合　計 10,168,546,381
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特　　別　　会　　計



第　 1　款 分担金及び負担金 4,661,280 円
第　 2　款 使用料及び手数料 1,938,517,835
第　 3　款 県支出金 1,809,054,233
第　 4　款 財産収入 2,520,765,536
第　 5　款 寄附金 0
第　 6　款 繰入金 142,680,000
第　 7　款 繰越金 3,052,534,279
第　 8　款 諸収入 22,731,435
第　 9　款 県債 887,260,000

歳　　入　　合　　計 10,378,204,598

第　 1　款 管理費 785,569,573 円
第　 2　款 事業費 3,619,075,118
第　 3　款 交付金 2,019,186,687
第　 4　款 公債費 778,707,385
第　 5　款 繰出金 100,878,823
第　 6　款 予備費 0

歳　　出　　合　　計 7,303,417,586
歳　入　歳　出　差　引　合　計 3,074,787,012
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第　 1　款 国庫支出金 7,528,473 円
第　 2　款 財産収入 448,297
第　 3　款 繰入金 2,583,881
第　 4　款 県債 0

歳　　入　　合　　計 10,560,651

第　 1　款 災害救助費 6,810,651 円
歳　　出　　合　　計 6,810,651
歳　入　歳　出　差　引　合　計 3,750,000
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第　 1　款 繰入金 150,080 円
第　 2　款 繰越金 155,730,176
第　 3　款 諸収入 51,274,546

歳　　入　　合　　計 207,154,802

第　 1　款 農業改良資金貸付金 27,697,080 円
歳　　出　　合　　計 27,697,080
歳　入　歳　出　差　引　合　計 179,457,722
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第　 1　款 県税証紙収入 1,054,000,000 円
第　 2　款 繰越金 20,322,300

歳　　入　　合　　計 1,074,322,300

第　 1　款 繰出金 1,030,210,500 円
歳　　出　　合　　計 1,030,210,500
歳　入　歳　出　差　引　合　計 44,111,800
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第　 1　款 使用料及び手数料 66,064,940 円
第　 2　款 繰入金 37,411,116
第　 3　款 繰越金 25,099,781
第　 4　款 諸収入 103,863,211,925

歳　　入　　合　　計 103,991,787,762

第　 1　款 自動車管理費 37,951,047 円
第　 2　款 給与管理費 103,853,384,490
第　 3　款 通信管理費 69,709,282
第　 4　款 車両燃料管理費 5,723,568

歳　　出　　合　　計 103,966,768,387
歳　入　歳　出　差　引　合　計 25,019,375

平成26年度山梨県集中管理特別会計歳入歳出決算書

歳 入

歳 出

��

集中管理特別会計



��

集中管理特別会計



��



��

集中管理特別会計



��



第　 1　款 繰入金 23,508,345,000 円
第　 2　款 諸収入 24,603,028,000

歳　　入　　合　　計 48,111,373,000

第　 1　款 商工業振興資金貸付金 48,111,373,000 円
歳　　出　　合　　計 48,111,373,000
歳　入　歳　出　差　引　合　計 0
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第　 1　款 繰入金 0 円
第　 2　款 繰越金 109,668,759
第　 3　款 諸収入 48,093,032

歳　　入　　合　　計 157,761,791

第　 1　款 林業・木材産業改善資金貸付金 8,264,456 円
第　 2　款 木材産業等高度化推進資金貸付金 11,505,126
第　 3　款 林業就業促進資金貸付金 8,953,174

歳　　出　　合　　計 28,722,756
歳　入　歳　出　差　引　合　計 129,039,035
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第　 1　款 分担金及び負担金 2,874,464,337 円
第　 2　款 県支出金 1,024,316,784
第　 3　款 繰入金 1,900,653,162
第　 4　款 繰越金 801,821,353
第　 5　款 県債 340,000,000
第　 6　款 諸収入 1,640,743

歳　　入　　合　　計 6,942,896,379

第　 1　款 流域下水道費 4,436,138,134 円
第　 2　款 公債費 1,846,223,253
第　 3　款 予備費 0

歳　　出　　合　　計 6,282,361,387
歳　入　歳　出　差　引　合　計 660,534,992
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第　 1　款 財産収入 99,883,427 円
第　 2　款 繰入金 85,486,390,561
第　 3　款 県債 38,343,718,000

歳　　入　　合　　計 123,929,991,988

第　 1　款 公債費 123,830,108,561 円
第　 2　款 諸支出金 99,883,427

歳　　出　　合　　計 123,929,991,988
歳　入　歳　出　差　引　合　計 0
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