
【様式第1号】

自治体名：菊川市

会計：一般会計等 （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 82,456,630,564   固定負債 16,936,816,739

    有形固定資産 72,936,003,970     地方債 16,423,272,729

      事業用資産 33,511,797,887     長期未払金 -

        土地 15,882,805,790     退職手当引当金 254,258,642

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 43,540,229,245     その他 259,285,368

        建物減価償却累計額 -26,452,461,996   流動負債 2,456,517,416

        工作物 929,466,053     １年内償還予定地方債 1,984,161,946

        工作物減価償却累計額 -440,300,817     未払金 -

        船舶 2,660,000     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -2,659,995     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 238,701,513

        航空機 -     預り金 143,231,285

        航空機減価償却累計額 -     その他 90,422,672

        その他 200,799,570 負債合計 19,393,334,155

        その他減価償却累計額 -195,022,763 【純資産の部】

        建設仮勘定 46,282,800   固定資産等形成分 84,574,609,126

      インフラ資産 38,785,260,558   余剰分（不足分） -18,678,535,870

        土地 3,804,561,606

        建物 55,122,662

        建物減価償却累計額 -14,663,873

        工作物 79,760,256,392

        工作物減価償却累計額 -51,503,573,747

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 6,683,557,518

      物品 1,656,403,336

      物品減価償却累計額 -1,017,457,811

    無形固定資産 2,585,204

      ソフトウェア 2,584,889

      その他 315

    投資その他の資産 9,518,041,390

      投資及び出資金 12,423,487,676

        有価証券 6,302,837

        出資金 12,390,027,839

        その他 27,157,000

      投資損失引当金 -4,027,448,874

      長期延滞債権 100,768,687

      長期貸付金 3,669,307

      基金 1,029,986,524

        減債基金 2,443,274

        その他 1,027,543,250

      その他 -

      徴収不能引当金 -12,421,930

  流動資産 2,832,776,847

    現金預金 646,109,473

    未収金 71,515,955

    短期貸付金 -

    基金 2,117,978,562

      財政調整基金 2,117,978,562

      減債基金 -

    棚卸資産 6,580,198

    その他 -

    徴収不能引当金 -9,407,341 純資産合計 65,896,073,256

資産合計 85,289,407,411 負債及び純資産合計 85,289,407,411

貸借対照表
（令和2年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：菊川市

会計：一般会計等 （単位：円）

    その他 4,893,156,922

純行政コスト 15,288,655,012

    その他 -

  臨時利益 4,973,601,601

    資産売却益 80,444,679

    資産除売却損 37,093,726

    投資損失引当金繰入額 4,027,448,874

    損失補償等引当金繰入額 -

純経常行政コスト 16,191,725,613

  臨時損失 4,070,531,000

    災害復旧事業費 5,988,400

  経常収益 967,575,728

    使用料及び手数料 270,426,075

    その他 697,149,653

      社会保障給付 2,272,254,246

      他会計への繰出金 806,649,997

      その他 2,337,372

        その他 105,345,991

    移転費用 7,639,633,344

      補助金等 4,558,391,729

      その他の業務費用 223,310,943

        支払利息 106,256,309

        徴収不能引当金繰入額 11,708,643

        維持補修費 338,530,239

        減価償却費 2,652,479,643

        その他 -

        その他 177,161,034

      物件費等 6,635,155,549

        物件費 3,644,145,667

        職員給与費 2,245,338,958

        賞与等引当金繰入額 238,701,513

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 17,159,301,341

    業務費用 9,519,667,997

      人件費 2,661,201,505

行政コスト計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2年3月31日

科目名 金額



【様式第3号】

自治体名：菊川市

会計：一般会計等 （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 65,560,834,769 83,715,261,159 -18,154,426,390

  純行政コスト（△） -15,288,655,012 -15,288,655,012

  財源 16,034,250,009 16,034,250,009

    税収等 11,979,324,800 11,979,324,800

    国県等補助金 4,054,925,209 4,054,925,209

  本年度差額 745,594,997 745,594,997

  固定資産等の変動（内部変動） 1,268,656,675 -1,268,656,675

    有形固定資産等の増加 2,990,632,046 -2,990,632,046

    有形固定資産等の減少 -2,689,302,173 2,689,302,173

    貸付金・基金等の増加 6,104,621,780 -6,104,621,780

    貸付金・基金等の減少 -5,137,294,978 5,137,294,978

  資産評価差額 -2,638,306 -2,638,306

  無償所管換等 -406,670,402 -406,670,402

  その他 -1,047,802 - -1,047,802

  本年度純資産変動額 335,238,487 859,347,967 -524,109,480

本年度末純資産残高 65,896,073,256 84,574,609,126 -18,678,535,870

純資産変動計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2年3月31日



【様式第4号】

自治体名：菊川市

会計：一般会計等 （単位：円）

前年度末歳計外現金残高 168,725,266

本年度歳計外現金増減額 -8,363,978

本年度末歳計外現金残高 160,361,288

本年度末現金預金残高 646,109,473

    その他の収入 -

財務活動収支 310,575,980

本年度資金収支額 -84,205,012

前年度末資金残高 569,953,197

本年度末資金残高 485,748,185

  財務活動支出 2,039,724,020

    地方債償還支出 1,961,771,519

    その他の支出 77,952,501

  財務活動収入 2,350,300,000

    地方債発行収入 2,350,300,000

    貸付金元金回収収入 465,649,366

    資産売却収入 80,444,686

    その他の収入 -

投資活動収支 -1,814,668,847

【財務活動収支】

    貸付金支出 443,566,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 2,070,717,913

    国県等補助金収入 969,023,965

    基金取崩収入 555,599,896

【投資活動収支】

  投資活動支出 3,885,386,760

    公共施設等整備費支出 2,754,612,206

    基金積立金支出 363,036,554

    投資及び出資金支出 324,172,000

  臨時支出 5,988,400

    災害復旧事業費支出 5,988,400

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 1,419,887,855

  業務収入 15,956,004,684

    税収等収入 11,969,469,132

    国県等補助金収入 3,085,901,244

    使用料及び手数料収入 271,354,562

    その他の収入 629,279,746

    移転費用支出 7,639,633,344

      補助金等支出 4,558,391,729

      社会保障給付支出 2,272,254,246

      他会計への繰出支出 806,649,997

      その他の支出 2,337,372

    業務費用支出 6,890,495,085

      人件費支出 2,687,979,880

      物件費等支出 3,990,928,005

      支払利息支出 106,256,309

      その他の支出 105,330,891

資金収支計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 14,530,128,429


