
【様式第1号】

自治体名：あま市

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 84,911,081,166   固定負債 22,228,754,290

    有形固定資産 78,710,282,509     地方債 19,322,857,527

      事業用資産 56,203,032,255     長期未払金 -

        土地 39,852,765,524     退職手当引当金 2,662,074,429

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 46,188,664,098     その他 243,822,334

        建物減価償却累計額 -30,543,801,959   流動負債 2,697,079,628

        工作物 2,142,981,476     １年内償還予定地方債 1,989,687,983

        工作物減価償却累計額 -1,807,441,477     未払金 265,195

        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 298,044,529

        航空機 -     預り金 306,854,813

        航空機減価償却累計額 -     その他 102,227,108

        その他 - 負債合計 24,925,833,918

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 369,864,593   固定資産等形成分 87,874,069,627

      インフラ資産 21,406,742,598   余剰分（不足分） -23,707,985,330

        土地 4,583,489,396

        建物 214,658,453

        建物減価償却累計額 -151,539,762

        工作物 44,754,801,484

        工作物減価償却累計額 -28,027,908,629

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 33,241,656

      物品 1,669,550,857

      物品減価償却累計額 -569,043,201

    無形固定資産 151,257,125

      ソフトウェア 151,257,125

      その他 -

    投資その他の資産 6,049,541,532

      投資及び出資金 1,162,539,000

        有価証券 -

        出資金 1,162,539,000

        その他 -

      投資損失引当金 -765,220,000

      長期延滞債権 540,058,134

      長期貸付金 -

      基金 5,136,222,007

        減債基金 -

        その他 5,136,222,007

      その他 -

      徴収不能引当金 -24,057,609

  流動資産 4,180,837,049

    現金預金 1,017,346,205

    未収金 210,438,218

    短期貸付金 -

    基金 2,962,988,461

      財政調整基金 2,892,161,109

      減債基金 70,827,352

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -9,935,835 純資産合計 64,166,084,297

資産合計 89,091,918,215 負債及び純資産合計 89,091,918,215

一般会計等貸借対照表
（令和2年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：あま市

会計：一般会計等 （単位：円）

一般会計等行政コスト計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2年3月31日

科目名 金額

  経常費用 26,289,245,041

    業務費用 12,014,801,310

      人件費 4,118,871,428

        職員給与費 3,251,961,284

        賞与等引当金繰入額 298,044,529

        退職手当引当金繰入額 308,777,936

        その他 260,087,679

      物件費等 7,660,198,650

        物件費 5,359,522,562

        維持補修費 367,987,867

        減価償却費 1,932,688,221

        その他 -

      その他の業務費用 235,731,232

        支払利息 83,783,359

        徴収不能引当金繰入額 32,814,714

        その他 119,133,159

    移転費用 14,274,443,731

      補助金等 5,010,611,382

      社会保障給付 6,378,751,076

      他会計への繰出金 2,877,532,631

      その他 7,548,642

  経常収益 1,172,758,947

    使用料及び手数料 316,855,919

    その他 855,903,028

純経常行政コスト 25,116,486,094

  臨時損失 205,759,329

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 115,277,640

    投資損失引当金繰入額 89,965,210

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 219,062,000

純行政コスト 25,086,145,662

    その他 516,479

  臨時利益 236,099,761

    資産売却益 17,037,761



【様式第3号】

自治体名：あま市

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 65,001,523,700 86,911,450,780 -21,909,927,080

  純行政コスト（△） -25,086,145,662 -25,086,145,662

  財源 24,312,603,937 24,312,603,937

    税収等 17,937,221,365 17,937,221,365

    国県等補助金 6,375,382,572 6,375,382,572

  本年度差額 -773,541,725 -773,541,725

  固定資産等の変動（内部変動） 950,186,835 -950,186,835

    有形固定資産等の増加 4,177,839,923 -4,177,839,923

    有形固定資産等の減少 -2,011,630,564 2,011,630,564

    貸付金・基金等の増加 1,003,840,570 -1,003,840,570

    貸付金・基金等の減少 -2,219,863,094 2,219,863,094

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 12,432,012 12,432,012

  その他 -74,329,690 - -74,329,690

  本年度純資産変動額 -835,439,403 962,618,847 -1,798,058,250

本年度末純資産残高 64,166,084,297 87,874,069,627 -23,707,985,330

一般会計等純資産変動計算書
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：あま市

会計：一般会計等 （単位：円）

一般会計等資金収支計算書
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 24,274,678,052

    業務費用支出 9,707,190,921

      人件費支出 3,803,411,406

      物件費等支出 5,727,510,429

      支払利息支出 83,783,359

      その他の支出 92,485,727

    移転費用支出 14,567,487,131

      補助金等支出 5,303,654,782

      社会保障給付支出 6,378,751,076

      他会計への繰出支出 2,877,532,631

      その他の支出 7,548,642

  業務収入 24,996,952,531

    税収等収入 17,916,093,104

    国県等補助金収入 5,913,687,572

    使用料及び手数料収入 316,235,919

    その他の収入 850,935,936

  臨時支出 36,335,300

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 36,335,300

  臨時収入 -

業務活動収支 685,939,179

【投資活動収支】

  投資活動支出 4,872,560,655

    公共施設等整備費支出 4,055,792,819

    基金積立金支出 728,767,836

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 88,000,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 2,374,977,285

    国県等補助金収入 461,695,000

    基金取崩収入 1,807,089,000

    貸付金元金回収収入 88,012,000

    資産売却収入 17,037,764

    その他の収入 1,143,521

投資活動収支 -2,497,583,370

【財務活動収支】

  財務活動支出 2,049,541,082

    地方債償還支出 1,937,799,980

    その他の支出 111,741,102

  財務活動収入 3,649,715,000

    地方債発行収入 3,649,715,000

前年度末歳計外現金残高 305,055,070

本年度歳計外現金増減額 1,799,743

本年度末歳計外現金残高 306,854,813

本年度末現金預金残高 1,017,346,205

    その他の収入 -

財務活動収支 1,600,173,918

本年度資金収支額 -211,470,273

前年度末資金残高 921,961,665

本年度末資金残高 710,491,392


