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山梨県歳入歳出決算書

平 成 25 年 度



一　　般　　会　　計



第　 1　款 県税 円
第　 2　款 地方消費税清算金 16,813,070,800
第　 3　款 地方譲与税 14,510,116,032
第　 4　款 地方特例交付金 276,676,000
第　 5　款 地方交付税 132,389,650,000
第　 6　款 交通安全対策特別交付金 329,014,000
第　 7　款 分担金及び負担金 3,012,666,917
第　 8　款 使用料及び手数料 5,645,040,077
第　 9　款 国庫支出金 83,620,520,566
第　10　款 財産収入 1,053,858,623
第　11　款 寄附金 112,784,607
第　12　款 繰入金 46,108,543,562
第　13　款 繰越金 10,718,289,866
第　14　款 諸収入 25,311,400,636
第　15　款 県債 79,288,100,000

歳　　入　　合　　計 501,757,584,209

第　 1　款 議会費 933,945,584 円
第　 2　款 総務費 33,962,773,127
第　 3　款 民生費 48,141,633,916
第　 4　款 衛生費 23,432,540,557
第　 5　款 労働費 4,354,286,187
第　 6　款 農林水産業費 36,932,850,798
第　 7　款 商工費 32,141,191,054
第　 8　款 土木費 77,625,984,428
第　 9　款 警察費 21,632,612,200
第　10　款 教育費 87,539,664,027
第　11　款 災害復旧費 718,640,833
第　12　款 公債費 84,231,566,393
第　13　款 諸支出金 36,542,249,133
第　14　款 予備費 0

歳　　出　　合　　計 488,189,938,237
歳　入　歳　出　差　引　合　計 13,567,645,972
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特　　別　　会　　計



第　1　款 分担金及び負担金 4,988,550 円
第　2　款 使用料及び手数料 1,932,861,517
第　3　款 県支出金 1,499,464,300
第　4　款 財産収入 2,766,583,008
第　5　款 寄附金 0
第　6　款 繰入金 142,680,000
第　7　款 繰越金 2,538,092,486
第　8　款 諸収入 36,365,459
第　9　款 県債 719,580,000

歳　　入　　合　　計 9,640,615,320

第　1　款 管理費 892,797,312 円
第　2　款 事業費 2,741,791,468
第　3　款 交付金 2,001,928,031
第　4　款 公債費 854,377,164
第　5　款 繰出金 97,187,066
第　6　款 予備費 0

歳　　出　　合　　計 6,588,081,041
歳　入　歳　出　差　引　合　計 3,052,534,279

平成25年度山梨県恩賜県有財産特別会計歳入歳出決算書
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歳 入
第　1　款 国庫支出金 14,772,982 円
第　2　款 財産収入 673,107
第　3　款 繰入金 11,647,982
第　4　款 県債 0

歳　　入　　合　　計 27,094,071

歳 出
第　1　款 災害救助費 27,094,071 円

歳　　出　　合　　計 27,094,071
歳　入　歳　出　差　引　合　計 0
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第　1　款 繰入金 182,780 円
第　2　款 繰越金 178,053,581
第　3　款 諸収入 36,566,575
第　4　款 県債 0

歳　　入　　合　　計 214,802,936

第　1　款 農業改良資金貸付金 59,072,760 円
歳　　出　　合　　計 59,072,760
歳　入　歳　出　差　引　合　計 155,730,176
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第　1　款 繰入金 26,065,804,000 円
第　2　款 諸収入 27,707,362,000

歳　　入　　合　　計 53,773,166,000

第　1　款 商工業振興資金貸付金 53,773,166,000 円
歳　　出　　合　　計 53,773,166,000
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 98,536,217
第　3　款 諸収入 46,448,855

歳　　入　　合　　計 144,985,072

第　1　款 林業・木材産業改善資金貸付金 8,809,139 円
第　2　款 木材産業等高度化推進資金貸付金 26,507,174
第　3　款 林業就業促進資金貸付金 0

歳　　出　　合　　計 35,316,313
歳　入　歳　出　差　引　合　計 109,668,759
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第　1　款 分担金及び負担金 2,846,665,100 円
第　2　款 県支出金 682,453,676
第　3　款 繰入金 2,042,950,862
第　4　款 繰越金 818,987,546
第　5　款 県債 302,000,000
第　6　款 諸収入 1,549,800

歳　　入　　合　　計 6,694,606,984

第　1　款 流域下水道費 3,916,604,533 円
第　2　款 公債費 1,976,181,098
第　3　款 予備費 0

歳　　出　　合　　計 5,892,785,631
歳　入　歳　出　差　引　合　計 801,821,353
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歳 入
第　1　款 財産収入 87,470,993 円
第　2　款 繰入金 84,230,787,638
第　3　款 県債 20,647,164,000

歳　　入　　合　　計 104,965,422,631

歳 出
第　1　款 公債費 104,877,951,638 円
第　2　款 諸支出金 87,470,993

歳　　出　　合　　計 104,965,422,631
歳　入　歳　出　差　引　合　計 0
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