
【様式第1号】

自治体名：あま市

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 118,508,085,167   固定負債 45,420,052,983

    有形固定資産 108,108,192,245     地方債等 35,815,973,113

      事業用資産 62,932,932,270     長期未払金 -

        土地 40,906,091,109     退職手当引当金 2,755,307,653

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 52,437,866,347     その他 6,848,772,217

        建物減価償却累計額 -31,140,334,838   流動負債 3,650,770,924

        工作物 2,179,285,476     １年内償還予定地方債等 2,692,908,962

        工作物減価償却累計額 -1,819,840,417     未払金 202,392,883

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     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 329,371,838

        航空機 -     預り金 319,879,194

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

        その他 - 負債合計 49,070,823,907

        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 121,471,073,628

      インフラ資産 42,295,436,231   余剰分（不足分） -46,099,963,684

        土地 4,740,344,757

        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 5,580,659,482

      物品減価償却累計額 -2,700,835,738

    無形固定資産 1,936,839,064

      ソフトウェア 151,766,885

      その他 1,785,072,179

    投資その他の資産 8,463,053,858

      投資及び出資金 373,336,719

        有価証券 340,489,719

        出資金 32,847,000

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 1,244,617,485

      長期貸付金 12,480,000

      基金 6,429,571,540

        減債基金 -

        その他 6,429,571,540

      その他 485,567,598

      徴収不能引当金 -82,519,484

  流動資産 5,933,848,684

    現金預金 2,526,059,350

    未収金 433,937,254

    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 2,660,166

    その他 30,360,000

    徴収不能引当金 -22,156,547 純資産合計 75,371,109,944

資産合計 124,441,933,851 負債及び純資産合計 124,441,933,851

全体貸借対照表
（令和2年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：あま市

会計：全体会計 （単位：円）

    その他 348,642,000

純行政コスト 38,682,874,125

    その他 14,326,492

  臨時利益 365,679,761

    資産売却益 17,037,761

    資産除売却損 115,277,640

    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 38,918,949,754

  臨時損失 129,604,132

    災害復旧事業費 -

  経常収益 2,195,299,571

    使用料及び手数料 1,195,169,631

    その他 1,000,129,940

      社会保障給付 16,962,791,222

      他会計への繰出金 -

      その他 7,688,508

        その他 289,610,383

    移転費用 26,022,928,354

      補助金等 9,052,448,624

      その他の業務費用 688,694,778

        支払利息 316,886,105

        徴収不能引当金繰入額 82,198,290

        維持補修費 413,549,758

        減価償却費 3,083,856,734

        その他 -

        その他 260,181,179

      物件費等 9,640,468,698

        物件費 6,143,062,206

        職員給与費 3,568,847,560

        賞与等引当金繰入額 324,651,942

        退職手当引当金繰入額 608,476,814

  経常費用 41,114,249,325

    業務費用 15,091,320,971

      人件費 4,762,157,495

全体行政コスト計算書
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：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)

前年度末純資産残高 76,231,368,691 120,834,134,355 -44,602,765,664

  純行政コスト（△） -38,682,874,125 -38,682,874,125

  財源 37,832,890,119 37,832,890,119

    税収等 23,838,329,664 23,838,329,664

    国県等補助金 13,994,560,455 13,994,560,455

  本年度差額 -849,984,006 -849,984,006

  固定資産等の変動（内部変動） 593,170,699 -593,170,699

    有形固定資産等の増加 4,861,171,819 -4,861,171,819

    有形固定資産等の減少 -3,165,716,588 3,165,716,588

    貸付金・基金等の増加 1,466,746,696 -1,466,746,696

    貸付金・基金等の減少 -2,569,031,228 2,569,031,228

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 43,768,574 43,768,574

  その他 -54,043,315 - -54,043,315

  本年度純資産変動額 -860,258,747 636,939,273 -1,497,198,020

本年度末純資産残高 75,371,109,944 121,471,073,628 -46,099,963,684

全体純資産変動計算書
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：全体会計 （単位：円）

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 2,526,059,350

    その他の収入 239,348,000

財務活動収支 1,505,491,300

本年度資金収支額 -458,855,234

前年度末資金残高 2,678,059,771

本年度末資金残高 2,219,204,537

  財務活動支出 2,642,071,700

    地方債等償還支出 2,530,330,598

    その他の支出 111,741,102

  財務活動収入 4,147,563,000

    地方債等発行収入 3,908,215,000

    貸付金元金回収収入 93,172,000

    資産売却収入 17,072,164

    その他の収入 -13,908,341

投資活動収支 -3,276,377,984

【財務活動収支】

    貸付金支出 88,000,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 2,661,111,186

    国県等補助金収入 589,331,363

    基金取崩収入 1,975,444,000

【投資活動収支】

  投資活動支出 5,937,489,170

    公共施設等整備費支出 4,816,053,461

    基金積立金支出 993,072,109

    投資及び出資金支出 40,363,600

  臨時支出 50,145,313

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 50,145,313

  臨時収入 -

業務活動収支 1,312,031,450

  業務収入 39,320,140,413

    税収等収入 23,530,732,983

    国県等補助金収入 13,399,687,241

    使用料及び手数料収入 1,395,950,127

    その他の収入 993,770,062

    移転費用支出 26,331,189,530

      補助金等支出 9,360,709,800

      社会保障給付支出 16,962,791,222

      他会計への繰出支出 -

      その他の支出 7,688,508

    業務費用支出 11,626,774,120

      人件費支出 4,446,621,314

      物件費等支出 6,665,304,809

      支払利息支出 316,886,105

      その他の支出 197,961,892

全体資金収支計算書
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 37,957,963,650


