
【様式第1号】

自治体名：甲斐市

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 91,525,085,543   固定負債 21,508,088,732

    有形固定資産 84,926,709,830     地方債 20,232,185,839

      事業用資産 51,595,252,377     長期未払金 105,893

        土地 29,889,451,318     退職手当引当金 1,275,797,000

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 51,268,753,290     その他 -

        建物減価償却累計額 -30,276,629,430   流動負債 3,035,083,893

        工作物 1,659,265,034     １年内償還予定地方債 2,796,943,470

        工作物減価償却累計額 -945,587,835     未払金 1,177,236

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     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 236,963,187

        航空機 -     預り金 -

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 24,543,172,625

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 -   固定資産等形成分 96,148,841,543

      インフラ資産 33,078,212,558   余剰分（不足分） -23,196,747,714

        土地 188,546,979

        建物 385,460,673

        建物減価償却累計額 -21,372,148

        工作物 99,883,717,330

        工作物減価償却累計額 -67,603,565,630

        その他 7,253,235

        その他減価償却累計額 -1,489,310

        建設仮勘定 239,661,429

      物品 1,803,297,438

      物品減価償却累計額 -1,550,052,543

    無形固定資産 22,176,350

      ソフトウェア 22,176,269

      その他 81

    投資その他の資産 6,576,199,363

      投資及び出資金 531,792,000

        有価証券 3,400,000

        出資金 528,392,000

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 454,927,782

      長期貸付金 136,791,398

      基金 5,470,658,954

        減債基金 179,185,887

        その他 5,291,473,067

      その他 -

      徴収不能引当金 -17,970,771

  流動資産 5,970,180,911

    現金預金 1,116,477,435

    未収金 236,629,578

    短期貸付金 -

    基金 4,623,756,000

      財政調整基金 4,623,756,000

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -6,682,102 純資産合計 72,952,093,829

資産合計 97,495,266,454 負債及び純資産合計 97,495,266,454

貸借対照表
（令和2年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：甲斐市

会計：一般会計等 （単位：円）

    その他 -

純行政コスト 24,262,432,802

    その他 -

  臨時利益 63,973,556

    資産売却益 63,973,556

    資産除売却損 15,494,271

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

純経常行政コスト 24,310,912,087

  臨時損失 15,494,271

    災害復旧事業費 -

  経常収益 929,756,718

    使用料及び手数料 212,137,666

    その他 717,619,052

      社会保障給付 5,064,898,885

      他会計への繰出金 2,709,001,960

      その他 4,470,313

        その他 31,562,343

    移転費用 12,756,914,914

      補助金等 4,978,543,756

      その他の業務費用 226,558,983

        支払利息 163,695,503

        徴収不能引当金繰入額 31,301,137

        維持補修費 572,410,584

        減価償却費 3,277,994,808

        その他 4,227,950

        その他 980,545,646

      物件費等 8,010,928,759

        物件費 4,156,295,417

        職員給与費 3,277,372,065

        賞与等引当金繰入額 4,646,438

        退職手当引当金繰入額 -16,298,000

  経常費用 25,240,668,805

    業務費用 12,483,753,891

      人件費 4,246,266,149

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：甲斐市

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 72,917,287,611 97,195,001,877 -24,277,714,266

  純行政コスト（△） -24,262,432,802 -24,262,432,802

  財源 23,506,540,505 23,506,540,505

    税収等 17,617,035,464 17,617,035,464

    国県等補助金 5,889,505,041 5,889,505,041

  本年度差額 -755,892,297 -755,892,297

  固定資産等の変動（内部変動） -1,836,858,849 1,836,858,849

    有形固定資産等の増加 2,171,094,400 -2,171,094,400

    有形固定資産等の減少 -4,619,086,039 4,619,086,039

    貸付金・基金等の増加 1,470,477,032 -1,470,477,032

    貸付金・基金等の減少 -859,344,242 859,344,242

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 790,698,515 790,698,515

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 34,806,218 -1,046,160,334 1,080,966,552

本年度末純資産残高 72,952,093,829 96,148,841,543 -23,196,747,714

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：甲斐市

会計：一般会計等 （単位：円）

前年度末歳計外現金残高 -

本年度歳計外現金増減額 -

本年度末歳計外現金残高 -

本年度末現金預金残高 1,116,477,435

    その他の収入 -

財務活動収支 -1,281,193,421

本年度資金収支額 -196,522,427

前年度末資金残高 1,312,999,862

本年度末資金残高 1,116,477,435

  財務活動支出 3,168,293,421

    地方債償還支出 3,168,293,421

    その他の支出 -

  財務活動収入 1,887,100,000

    地方債発行収入 1,887,100,000

    貸付金元金回収収入 3,923,000

    資産売却収入 150,032,040

    その他の収入 -

投資活動収支 -1,184,605,223

【財務活動収支】

    貸付金支出 3,000,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 922,833,287

    国県等補助金収入 198,536,861

    基金取崩収入 570,341,386

【投資活動収支】

  投資活動支出 2,107,438,510

    公共施設等整備費支出 931,555,924

    基金積立金支出 1,172,882,586

    投資及び出資金支出 -

  臨時支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 2,269,276,217

  業務収入 24,348,830,119

    税収等収入 17,765,917,318

    国県等補助金収入 5,645,414,105

    使用料及び手数料収入 212,906,266

    その他の収入 724,592,430

    移転費用支出 12,893,444,394

      補助金等支出 5,115,073,236

      社会保障給付支出 5,064,898,885

      他会計への繰出支出 2,709,001,960

      その他の支出 4,470,313

    業務費用支出 9,186,109,508

      人件費支出 4,257,917,711

      物件費等支出 4,741,620,921

      支払利息支出 163,695,503

      その他の支出 22,875,373

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 22,079,553,902


