
【様式第1号】

自治体名：甲斐市

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 99,929,607,704   固定負債 23,989,145,349

    有形固定資産 92,360,555,029     地方債等 20,355,641,209

      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

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 -     その他 2,357,601,247

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 3,455,872,869

        建物 51,268,753,290     １年内償還予定地方債等 2,815,628,772

        建物減価償却累計額 -30,276,629,430     未払金 51,310,894

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 1,659,265,034     前受金 231,038

        工作物減価償却累計額 -945,587,835     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 253,317,418

        船舶 -     預り金 333,747,747

        船舶減価償却累計額 -     その他 1,637,000

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 27,445,018,218

        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 105,969,256,704

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -24,377,415,376

        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 39,793,375,105

        土地 535,119,764

        土地減損損失累計額 -

        建物 725,865,839

        建物減価償却累計額 -223,135,298

        建物減損損失累計額 -

        工作物 111,903,099,385

        工作物減価償却累計額 -73,406,419,939

        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 253,081,429

      物品 3,904,571,971

      物品減価償却累計額 -2,932,644,424

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 22,881,950

      ソフトウェア 22,881,869

      その他 81

    投資その他の資産 7,546,170,725

      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 -

      長期延滞債権 737,637,635

      長期貸付金 136,791,398

      基金 6,140,477,189

        減債基金 179,185,887

        その他 5,961,291,302

      その他 -

      徴収不能引当金 -527,497

  流動資産 9,107,251,842

    現金預金 2,625,412,107

    未収金 456,451,094

    短期貸付金 -

    基金 6,039,649,000

      財政調整基金 6,039,649,000

      減債基金 -

    棚卸資産 4,252,005

    その他 39,830

    徴収不能引当金 -18,552,194

  繰延資産 - 純資産合計 81,591,841,328

資産合計 109,036,859,546 負債及び純資産合計 109,036,859,546

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：全体会計 （単位：円）

    資産売却益 63,973,556

    その他 -

純行政コスト 35,002,264,827

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 487,052

  臨時利益 63,973,556

  臨時損失 15,981,323

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 15,494,271

    使用料及び手数料 973,444,588

    その他 819,144,114

純経常行政コスト 35,050,257,060

      社会保障給付 5,076,397,760

      その他 4,505,213

  経常収益 1,792,588,702

        その他 59,088,556

    移転費用 23,255,037,779

      補助金等 18,174,134,806

      その他の業務費用 244,875,587

        支払利息 167,818,909

        徴収不能引当金繰入額 17,968,122

        維持補修費 610,173,269

        減価償却費 3,598,102,245

        その他 4,227,950

        その他 1,029,923,374

      物件費等 8,820,854,213

        物件費 4,608,350,749

        職員給与費 3,499,502,221

        賞与等引当金繰入額 8,950,588

        退職手当引当金繰入額 -16,298,000

  経常費用 36,842,845,762

    業務費用 13,587,807,983

      人件費 4,522,078,183

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：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 81,334,023,935 106,991,501,270 -25,657,477,335 -

  純行政コスト（△） -35,002,264,827 -35,002,264,827 -

  財源 34,469,383,705 34,469,383,705 -

    税収等 21,900,760,344 21,900,760,344 -

    国県等補助金 12,568,623,361 12,568,623,361 -

  本年度差額 -532,881,122 -532,881,122 -

  固定資産等の変動（内部変動） -1,812,943,081 1,812,943,081

    有形固定資産等の増加 2,482,873,819 -2,482,873,819

    有形固定資産等の減少 -4,950,124,892 4,950,124,892

    貸付金・基金等の増加 1,837,341,186 -1,837,341,186

    貸付金・基金等の減少 -1,183,033,194 1,183,033,194

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 790,698,515 790,698,515

  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 - - -

  本年度純資産変動額 257,817,393 -1,022,244,566 1,280,061,959 -

本年度末純資産残高 81,591,841,328 105,969,256,704 -24,377,415,376 -

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：全体会計 （単位：円）

前年度末歳計外現金残高 218,190,921

本年度歳計外現金増減額 76,315,836

本年度末歳計外現金残高 294,506,757

本年度末現金預金残高 2,625,412,107

財務活動収支 -1,302,530,029

本年度資金収支額 -41,854,388

前年度末資金残高 2,372,759,738

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 2,330,905,350

    地方債等償還支出 3,189,930,029

    その他の支出 -

  財務活動収入 1,887,400,000

    地方債等発行収入 1,887,400,000

    その他の収入 -

    資産売却収入 150,032,040

    その他の収入 30,400,000

投資活動収支 -1,463,595,750

【財務活動収支】

  財務活動支出 3,189,930,029

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,118,463,179

    国県等補助金収入 263,766,753

    基金取崩収入 670,341,386

    貸付金元金回収収入 3,923,000

  投資活動支出 2,582,058,929

    公共施設等整備費支出 1,243,335,343

    基金積立金支出 1,335,723,586

    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 2,724,271,391

【投資活動収支】

    税収等収入 22,025,789,089

    国県等補助金収入 12,324,470,763

    使用料及び手数料収入 1,001,693,379

    その他の収入 824,724,465

  臨時支出 487,052

    移転費用支出 23,417,064,389

      補助金等支出 18,336,161,416

      社会保障給付支出 5,076,397,760

      その他の支出 4,505,213

  業務収入 36,176,677,696

    業務費用支出 10,034,854,864

      人件費支出 4,534,602,868

      物件費等支出 5,292,862,983

      支払利息支出 167,818,909

      その他の支出 39,570,104

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 33,451,919,253


