
【様式第1号】

自治体名：菊川市

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 110,451,365,072   固定負債 39,714,362,076

    有形固定資産 100,760,392,252     地方債等 26,124,215,701

      事業用資産 40,220,595,072     長期未払金 550,770

        土地 18,536,031,784     退職手当引当金 4,246,703,793

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 -     その他 9,342,891,812

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 4,660,670,353

        建物 53,839,821,732     １年内償還予定地方債等 3,116,314,532

        建物減価償却累計額 -33,081,664,037     未払金 632,941,905

        建物減損損失累計額 -     未払費用 21,597,863

        工作物 1,708,536,762     前受金 8,380

        工作物減価償却累計額 -836,336,293     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 422,328,582

        船舶 2,660,000     預り金 144,492,036

        船舶減価償却累計額 -2,659,995     その他 322,987,055

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 44,375,032,429

        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 112,581,262,417

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -40,355,992,813

        航空機 -   他団体出資等分 89,097,947

        航空機減価償却累計額 -

        航空機減損損失累計額 -

        その他 213,050,488

        その他減価償却累計額 -205,748,173

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 46,902,804

      インフラ資産 57,889,174,732

        土地 4,413,031,231

        土地減損損失累計額 -

        建物 944,091,391

        建物減価償却累計額 -312,650,387

        建物減損損失累計額 -

        工作物 106,912,299,392

        工作物減価償却累計額 -61,000,945,145

        工作物減損損失累計額 -

        その他 541,157,817

        その他減価償却累計額 -460,752,287

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 6,852,942,720

      物品 9,306,562,312

      物品減価償却累計額 -6,655,939,864

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 3,587,119,625

      ソフトウェア 8,910,203

      その他 3,578,209,422

    投資その他の資産 6,103,853,195

      投資及び出資金 42,749,437

        有価証券 6,656,437

        出資金 8,936,000

        その他 27,157,000

      長期延滞債権 217,161,508

      長期貸付金 37,172,272

      基金 5,685,383,736

        減債基金 2,443,274

        その他 5,682,940,462

      その他 149,714,148

      徴収不能引当金 -28,327,906

  流動資産 6,238,034,908

    現金預金 2,994,304,903

    未収金 1,103,291,138

    短期貸付金 5,544,090

    基金 2,124,353,255

      財政調整基金 2,124,353,255

      減債基金 -

    棚卸資産 34,396,700

    その他 499,180

    徴収不能引当金 -24,354,358

  繰延資産 - 純資産合計 72,314,367,551

資産合計 116,689,399,980 負債及び純資産合計 116,689,399,980

連結貸借対照表
（令和2年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：菊川市

会計：連結会計 （単位：円）

    資産売却益 81,368,843

    その他 37,928,801

純行政コスト 27,806,868,635

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 24,112,614

  臨時利益 119,297,644

  臨時損失 67,194,741

    災害復旧事業費 5,988,400

    資産除売却損 37,093,727

    使用料及び手数料 5,481,083,430

    その他 862,959,410

純経常行政コスト 27,858,971,538

      社会保障給付 6,738,513,477

      その他 20,027,502

  経常収益 6,344,042,840

        その他 444,915,064

    移転費用 16,611,213,676

      補助金等 9,852,672,697

      その他の業務費用 794,867,821

        支払利息 317,053,101

        徴収不能引当金繰入額 32,899,656

        維持補修費 490,996,932

        減価償却費 3,980,222,431

        その他 45,632,565

        その他 948,657,657

      物件費等 10,596,898,706

        物件費 6,080,046,778

        職員給与費 4,634,736,908

        賞与等引当金繰入額 419,982,227

        退職手当引当金繰入額 196,657,383

  経常費用 34,203,014,378

    業務費用 17,591,800,702

      人件費 6,200,034,175

連結行政コスト計算書
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：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 83,202,970,961 122,256,980,292 -39,138,421,958 84,412,627

  純行政コスト（△） -27,806,868,635 -27,806,868,635 -

  財源 27,914,230,022 27,914,230,022 -

    税収等 17,503,537,777 17,503,537,777 -

    国県等補助金 10,410,692,245 10,410,692,245 -

  本年度差額 107,361,387 107,361,387 -

  固定資産等の変動（内部変動） -152,722,433 152,722,433

    有形固定資産等の増加 3,830,701,686 -3,830,701,686

    有形固定資産等の減少 -4,029,335,755 4,029,335,755

    貸付金・基金等の増加 21,308,667,033 -21,308,667,033

    貸付金・基金等の減少 -21,262,755,397 21,262,755,397

  資産評価差額 -2,750,306 -2,750,306

  無償所管換等 -397,671,748 -397,671,748

  他団体出資等分の増加 -4,685,320 4,685,320

  他団体出資等分の減少 - -

  比例連結割合変更に伴う差額 -5,466,373,034 -9,122,573,388 3,656,200,354 -

  その他 -5,129,169,709 - -5,129,169,709

  本年度純資産変動額 -10,888,603,410 -9,675,717,875 -1,217,570,855 4,685,320

本年度末純資産残高 72,314,367,551 112,581,262,417 -40,355,992,813 89,097,947

連結純資産変動計算書
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：連結会計 （単位：円）

前年度末歳計外現金残高 169,374,962

本年度歳計外現金増減額 -8,324,971

本年度末歳計外現金残高 161,049,991

本年度末現金預金残高 2,994,304,903

財務活動収支 -363,211,195

本年度資金収支額 77,440,205

前年度末資金残高 3,022,152,388

比例連結割合変更に伴う差額 -266,337,681

本年度末資金残高 2,833,254,912

    地方債等償還支出 4,654,088,008

    その他の支出 188,074,187

  財務活動収入 4,478,951,000

    地方債等発行収入 4,478,951,000

    その他の収入 -

    資産売却収入 87,988,363

    その他の収入 84,020,605

投資活動収支 -2,180,513,808

【財務活動収支】

  財務活動支出 4,842,162,195

    その他の支出 -

  投資活動収入 2,319,237,647

    国県等補助金収入 1,136,500,104

    基金取崩収入 566,595,800

    貸付金元金回収収入 444,132,775

  投資活動支出 4,499,751,455

    公共施設等整備費支出 3,641,418,243

    基金積立金支出 408,197,887

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 450,135,325

    災害復旧事業費支出 5,988,400

    その他の支出 19,863,519

  臨時収入 25,812

業務活動収支 2,621,165,208

【投資活動収支】

    税収等収入 17,088,648,438

    国県等補助金収入 9,441,642,468

    使用料及び手数料収入 5,548,751,335

    その他の収入 801,102,306

  臨時支出 25,851,919

    移転費用支出 16,611,213,676

      補助金等支出 9,852,672,697

      社会保障給付支出 6,738,513,477

      その他の支出 20,027,502

  業務収入 32,880,144,547

    業務費用支出 13,621,939,556

      人件費支出 6,218,423,341

      物件費等支出 6,617,288,815

      支払利息支出 317,053,101

      その他の支出 469,174,299

連結資金収支計算書
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 30,233,153,232


