
【様式第1号】

自治体名：菊川市

会計：全体会計 （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 100,766,641,127   固定負債 32,926,740,973

    有形固定資産 96,421,545,152     地方債等 25,566,985,426

      事業用資産 38,324,742,511     長期未払金 -

        土地 18,060,743,789     退職手当引当金 317,795,795

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 -     その他 7,041,959,752

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 4,485,918,313

        建物 51,234,424,626     １年内償還予定地方債等 3,000,420,103

        建物減価償却累計額 -31,687,428,452     未払金 624,984,636

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 1,300,840,869     前受金 8,380

        工作物減価償却累計額 -635,897,933     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 402,124,404

        船舶 2,660,000     預り金 143,343,720

        船舶減価償却累計額 -2,659,995     その他 315,037,070

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 37,412,659,286

        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 102,884,619,689

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -34,272,282,541

        航空機 -   他団体出資等分 -

        航空機減価償却累計額 -

        航空機減損損失累計額 -

        その他 200,799,570

        その他減価償却累計額 -195,022,763

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 46,282,800

      インフラ資産 55,840,179,444

        土地 4,224,437,969

        土地減損損失累計額 -

        建物 814,788,793

        建物減価償却累計額 -243,793,743

        建物減損損失累計額 -

        工作物 103,775,805,713

        工作物減価償却累計額 -59,562,746,776

        工作物減損損失累計額 -

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 6,831,687,488

      物品 5,909,102,937

      物品減価償却累計額 -3,652,479,740

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 8,614,698

      ソフトウェア 8,614,383

      その他 315

    投資その他の資産 4,336,481,277

      投資及び出資金 2,303,420,266

        有価証券 6,302,837

        出資金 2,269,960,429

        その他 27,157,000

      長期延滞債権 217,161,508

      長期貸付金 4,749,307

      基金 1,693,267,760

        減債基金 2,443,274

        その他 1,690,824,486

      その他 146,210,342

      徴収不能引当金 -28,327,906

  流動資産 5,258,355,307

    現金預金 2,093,783,728

    未収金 1,040,485,569

    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 29,819,805

    その他 499,180

    徴収不能引当金 -24,211,537

  繰延資産 - 純資産合計 68,612,337,148

資産合計 106,024,996,434 負債及び純資産合計 106,024,996,434

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：全体会計 （単位：円）

    資産売却益 80,444,679

    その他 486,696

純行政コスト 24,073,853,953

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 19,863,519

  臨時利益 80,931,375

  臨時損失 62,945,645

    災害復旧事業費 5,988,400

    資産除売却損 37,093,726

    使用料及び手数料 5,748,054,949

    その他 1,057,689,314

純経常行政コスト 24,091,839,683

      社会保障給付 2,272,910,813

      その他 2,059,546

  経常収益 6,805,744,263

        その他 384,577,375

    移転費用 13,941,741,120

      補助金等 11,666,770,761

      その他の業務費用 723,402,909

        支払利息 306,068,699

        徴収不能引当金繰入額 32,756,835

        維持補修費 459,726,277

        減価償却費 3,646,760,418

        その他 19,543,699

        その他 1,110,888,557

      物件費等 10,163,579,276

        物件費 6,037,548,882

        職員給与費 4,373,194,669

        賞与等引当金繰入額 399,814,404

        退職手当引当金繰入額 184,963,011

  経常費用 30,897,583,946

    業務費用 16,955,842,826

      人件費 6,068,860,641

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：全体会計 （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 69,019,506,152 103,418,494,599 -34,398,988,447 -

  純行政コスト（△） -24,073,853,953 -24,073,853,953 -

  財源 24,083,848,730 24,083,848,730 -

    税収等 15,569,742,418 15,569,742,418 -

    国県等補助金 8,514,106,312 8,514,106,312 -

  本年度差額 9,994,777 9,994,777 -

  固定資産等の変動（内部変動） -124,566,202 124,566,202

    有形固定資産等の増加 3,779,247,965 -3,779,247,965

    有形固定資産等の減少 -3,695,171,777 3,695,171,777

    貸付金・基金等の増加 15,158,206,399 -15,158,206,399

    貸付金・基金等の減少 -15,366,848,789 15,366,848,789

  資産評価差額 -2,638,306 -2,638,306

  無償所管換等 -406,670,402 -406,670,402

  他団体出資等分の増加 - -

  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 -7,855,073 - -7,855,073

  本年度純資産変動額 -407,169,004 -533,874,910 126,705,906 -

本年度末純資産残高 68,612,337,148 102,884,619,689 -34,272,282,541 -

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：全体会計 （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 2,093,783,728

財務活動収支 -160,181,475

本年度資金収支額 -3,233,858

前年度末資金残高 1,936,656,298

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 1,933,422,440

    地方債等償還支出 4,544,802,651

    その他の支出 80,378,824

  財務活動収入 4,465,000,000

    地方債等発行収入 4,465,000,000

    その他の収入 -

    資産売却収入 80,444,686

    その他の収入 83,366,222

投資活動収支 -2,090,155,765

【財務活動収支】

  財務活動支出 4,625,181,475

    その他の支出 -

  投資活動収入 2,317,006,891

    国県等補助金収入 1,123,822,745

    基金取崩収入 558,588,205

    貸付金元金回収収入 470,785,033

  投資活動支出 4,407,162,656

    公共施設等整備費支出 3,567,976,652

    基金積立金支出 393,060,004

    投資及び出資金支出 2,500,000

    貸付金支出 443,626,000

    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 -

業務活動収支 2,247,103,382

【投資活動収支】

    税収等収入 15,194,603,334

    国県等補助金収入 7,545,082,347

    使用料及び手数料収入 5,814,115,227

    その他の収入 990,412,407

  臨時支出 25,851,919

    移転費用支出 13,941,741,120

      補助金等支出 11,666,770,761

      社会保障給付支出 2,272,910,813

      その他の支出 2,059,546

  業務収入 29,544,213,315

    業務費用支出 13,329,516,894

      人件費支出 6,091,884,393

      物件費等支出 6,528,492,685

      支払利息支出 306,068,699

      その他の支出 403,071,117

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 27,271,258,014


