
【様式第1号】

自治体名：甲斐市

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 103,267,495,811   固定負債 27,637,164,147

    有形固定資産 95,727,997,773     地方債等 21,644,809,642

      事業用資産 54,519,902,504     長期未払金 86,539,700

        土地 30,312,412,063     退職手当引当金 1,856,525,080

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 -     その他 4,049,289,725

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 3,646,924,479

        建物 54,773,359,411     １年内償還予定地方債等 2,947,423,808

        建物減価償却累計額 -32,061,761,895     未払金 51,428,915

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 5,115,809,639     前受金 231,038

        工作物減価償却累計額 -3,619,916,714     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 309,800,715

        船舶 -     預り金 334,761,945

        船舶減価償却累計額 -     その他 3,278,058

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 31,284,088,626

        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 111,767,162,518

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -21,443,617,232

        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 -

        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 -

      インフラ資産 39,927,089,478

        土地 664,923,237

        土地減損損失累計額 -

        建物 727,420,339

        建物減価償却累計額 -223,698,055

        建物減損損失累計額 -

        工作物 111,907,209,567

        工作物減価償却累計額 -73,407,764,484

        工作物減損損失累計額 -

        その他 7,253,235

        その他減価償却累計額 -1,489,310

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 253,234,949

      物品 4,963,382,820

      物品減価償却累計額 -3,682,377,029

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 24,552,349

      ソフトウェア 23,478,066

      その他 1,074,283

    投資その他の資産 7,514,945,689

      投資及び出資金 124,709,000

        有価証券 3,400,000

        出資金 121,309,000

        その他 -

      長期延滞債権 737,637,635

      長期貸付金 136,791,398

      基金 6,429,901,346

        減債基金 179,486,781

        その他 6,250,414,565

      その他 86,433,807

      徴収不能引当金 -527,497

  流動資産 18,340,138,101

    現金預金 9,414,563,522

    未収金 457,308,966

    短期貸付金 -

    基金 8,499,666,707

      財政調整基金 8,499,666,707

      減債基金 -

    棚卸資産 -12,888,186

    その他 39,830

    徴収不能引当金 -18,552,738

  繰延資産 - 純資産合計 90,323,545,286

資産合計 121,607,633,912 負債及び純資産合計 121,607,633,912

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：甲斐市

会計：連結会計 （単位：円）

    資産売却益 64,100,487

    その他 -

純行政コスト 37,168,787,588

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 523,569

  臨時利益 64,100,487

  臨時損失 20,307,512

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 19,783,943

    使用料及び手数料 1,096,167,284

    その他 5,171,207,120

純経常行政コスト 37,212,580,563

      社会保障給付 12,269,964,330

      その他 449,759,082

  経常収益 6,267,374,404

        その他 60,173,024

    移転費用 28,038,544,645

      補助金等 15,318,821,233

      その他の業務費用 252,540,953

        支払利息 174,399,807

        徴収不能引当金繰入額 17,968,122

        維持補修費 663,117,695

        減価償却費 3,888,199,161

        その他 8,913,537

        その他 1,030,828,764

      物件費等 9,787,032,324

        物件費 5,226,801,931

        職員給与費 4,343,972,523

        賞与等引当金繰入額 28,670,817

        退職手当引当金繰入額 -1,635,059

  経常費用 43,479,954,967

    業務費用 15,441,410,322

      人件費 5,401,837,045

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：甲斐市

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 87,658,331,709 112,919,390,450 -25,261,058,741 -

  純行政コスト（△） -37,168,787,588 -37,168,787,588 -

  財源 39,045,871,294 39,045,871,294 -

    税収等 23,627,147,343 23,627,147,343 -

    国県等補助金 15,418,723,951 15,418,723,951 -

  本年度差額 1,877,083,706 1,877,083,706 -

  固定資産等の変動（内部変動） -1,898,202,989 1,898,202,989

    有形固定資産等の増加 2,590,830,241 -2,590,830,241

    有形固定資産等の減少 -5,244,483,237 5,244,483,237

    貸付金・基金等の増加 2,057,078,316 -2,057,078,316

    貸付金・基金等の減少 -1,301,628,309 1,301,628,309

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 810,340,458 810,340,458

  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 -22,209,499 -100,028,086 77,818,587 -

  その他 - 35,662,685 -35,662,685

  本年度純資産変動額 2,665,214,665 -1,152,227,932 3,817,442,597 -

本年度末純資産残高 90,323,546,374 111,767,162,518 -21,443,616,144 -

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：甲斐市

会計：連結会計 （単位：円）

前年度末歳計外現金残高 219,293,231

本年度歳計外現金増減額 76,293,390

本年度末歳計外現金残高 295,586,621

本年度末現金預金残高 9,414,563,522

財務活動収支 -1,410,340,380

本年度資金収支額 2,380,383,452

前年度末資金残高 6,734,643,152

比例連結割合変更に伴う差額 3,950,297

本年度末資金残高 9,118,976,901

    地方債等償還支出 3,323,093,960

    その他の支出 19,945,534

  財務活動収入 1,932,699,114

    地方債等発行収入 1,932,699,114

    その他の収入 -

    資産売却収入 154,374,625

    その他の収入 30,411,939

投資活動収支 -1,682,097,034

【財務活動収支】

  財務活動支出 3,343,039,494

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,227,971,086

    国県等補助金収入 268,182,641

    基金取崩収入 771,078,881

    貸付金元金回収収入 3,923,000

  投資活動支出 2,910,068,120

    公共施設等整備費支出 1,351,607,404

    基金積立金支出 1,555,460,716

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 3,000,000

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 487,052

  臨時収入 -

業務活動収支 5,472,820,866

【投資活動収支】

    税収等収入 23,752,102,856

    国県等補助金収入 15,170,156,666

    使用料及び手数料収入 1,124,407,963

    その他の収入 5,105,447,047

  臨時支出 487,052

    移転費用支出 28,091,381,654

      補助金等支出 15,480,847,843

      社会保障給付支出 12,269,964,330

      その他の支出 340,569,481

  業務収入 45,152,114,532

    業務費用支出 11,587,424,960

      人件費支出 5,403,472,044

      物件費等支出 5,969,589,221

      支払利息支出 174,399,807

      その他の支出 39,963,888

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 39,678,806,614


