
【様式第1号】

自治体名：あま市

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 123,243,167,243   固定負債 46,656,515,278

    有形固定資産 112,069,156,141     地方債等 36,453,892,541

      事業用資産 66,291,827,676     長期未払金 -

        土地 42,471,134,939     退職手当引当金 3,353,850,520

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 54,781,901,585     その他 6,848,772,217

        建物減価償却累計額 -32,360,123,984   流動負債 3,808,870,193

        工作物 3,633,598,904     １年内償還予定地方債等 2,789,799,277

        工作物減価償却累計額 -2,975,574,753     未払金 202,392,883

        船舶 1,690,814     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -620,244     前受金 1,031,400

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 386,211,161

        航空機 -     預り金 324,248,825

        航空機減価償却累計額 -     その他 105,186,647

        その他 - 負債合計 50,465,385,471

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 739,820,415   固定資産等形成分 126,580,677,113

      インフラ資産 42,331,422,397   余剰分（不足分） -47,152,166,632

        土地 4,776,330,923   他団体出資等分 -

        建物 753,457,139

        建物減価償却累計額 -350,792,900

        工作物 68,855,919,094

        工作物減価償却累計額 -31,916,206,615

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 212,714,756

      物品 6,810,207,619

      物品減価償却累計額 -3,364,301,551

    無形固定資産 1,940,311,282

      ソフトウェア 155,239,103

      その他 1,785,072,179

    投資その他の資産 9,233,699,820

      投資及び出資金 373,338,322

        有価証券 340,491,322

        出資金 32,847,000

        その他 -

      長期延滞債権 1,248,865,034

      長期貸付金 12,480,000

      基金 7,195,968,350

        減債基金 -

        その他 7,195,968,350

      その他 485,567,598

      徴収不能引当金 -82,519,484

  流動資産 6,650,728,709

    現金預金 2,857,016,788

    未収金 445,338,432

    短期貸付金 -

    基金 3,337,509,870

      財政調整基金 3,266,682,518

      減債基金 70,827,352

    棚卸資産 2,660,166

    その他 30,360,000

    徴収不能引当金 -22,156,547

  繰延資産 - 純資産合計 79,428,510,481

資産合計 129,893,895,952 負債及び純資産合計 129,893,895,952

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：あま市

会計：連結会計 （単位：円）

    資産売却益 17,037,761

    その他 348,642,000

純行政コスト 47,082,226,753

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 14,326,492

  臨時利益 365,679,761

  臨時損失 129,621,745

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 115,295,253

    使用料及び手数料 1,252,616,367

    その他 1,076,613,466

純経常行政コスト 47,318,284,769

      社会保障給付 27,177,468,919

      その他 61,491,301

  経常収益 2,329,229,833

        その他 419,192,531

    移転費用 32,687,819,224

      補助金等 5,448,859,004

      その他の業務費用 820,364,737

        支払利息 318,973,916

        徴収不能引当金繰入額 82,198,290

        維持補修費 503,337,008

        減価償却費 3,314,073,083

        その他 450,148

        その他 290,578,477

      物件費等 10,459,277,498

        物件費 6,641,417,259

        職員給与費 4,404,775,620

        賞与等引当金繰入額 381,345,937

        退職手当引当金繰入額 603,353,109

  経常費用 49,647,514,602

    業務費用 16,959,695,378

      人件費 5,680,053,143

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：あま市

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 80,132,526,613 125,371,113,725 -45,238,587,112 -

  純行政コスト（△） -47,082,226,753 -47,082,226,753 -

  財源 46,258,135,112 46,258,135,112 -

    税収等 23,889,009,971 23,889,009,971 -

    国県等補助金 22,369,125,141 22,369,125,141 -

  本年度差額 -824,091,641 -824,091,641 -

  固定資産等の変動（内部変動） 1,015,412,219 -1,015,412,219

    有形固定資産等の増加 5,402,602,612 -5,402,602,612

    有形固定資産等の減少 -3,395,950,551 3,395,950,551

    貸付金・基金等の増加 1,633,506,796 -1,633,506,796

    貸付金・基金等の減少 -2,624,746,638 2,624,746,638

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 43,768,574 43,768,574

  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 130,350,250 150,382,595 -20,032,345 -

  その他 -54,043,315 - -54,043,315

  本年度純資産変動額 -704,016,132 1,209,563,388 -1,913,579,520 -

本年度末純資産残高 79,428,510,481 126,580,677,113 -47,152,166,632 -

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：あま市

会計：連結会計 （単位：円）

前年度末歳計外現金残高 309,416,590

本年度歳計外現金増減額 1,807,854

本年度末歳計外現金残高 311,224,444

本年度末現金預金残高 2,857,016,788

財務活動収支 1,766,547,966

本年度資金収支額 -560,515,739

前年度末資金残高 3,111,936,245

比例連結割合変更に伴う差額 -5,628,162

本年度末資金残高 2,545,792,344

    地方債等償還支出 2,677,657,354

    その他の支出 111,741,102

  財務活動収入 4,555,946,422

    地方債等発行収入 4,316,598,422

    その他の収入 239,348,000

    資産売却収入 17,072,164

    その他の収入 -13,908,341

投資活動収支 -3,893,424,288

【財務活動収支】

  財務活動支出 2,789,398,456

    その他の支出 -

  投資活動収入 2,694,934,482

    国県等補助金収入 589,331,363

    基金取崩収入 2,009,267,296

    貸付金元金回収収入 93,172,000

  投資活動支出 6,588,358,770

    公共施設等整備費支出 5,357,484,254

    基金積立金支出 1,102,510,916

    投資及び出資金支出 40,363,600

    貸付金支出 88,000,000

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 50,145,313

  臨時収入 48,912,610

業務活動収支 1,566,360,583

【投資活動収支】

    税収等収入 23,581,413,290

    国県等補助金収入 21,725,339,317

    使用料及び手数料収入 1,453,396,863

    その他の収入 1,058,923,321

  臨時支出 50,145,313

    移転費用支出 32,996,080,400

      補助金等支出 5,757,120,180

      社会保障給付支出 27,177,468,919

      その他の支出 61,491,301

  業務収入 47,819,072,791

    業務費用支出 13,255,399,105

      人件費支出 5,354,983,889

      物件費等支出 7,254,940,833

      支払利息支出 318,973,916

      その他の支出 326,500,467

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 46,251,479,505


