
【様式第1号】

自治体名：高梁市

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 152,845,702,589   固定負債 33,825,315,706

    有形固定資産 144,803,155,854     地方債 29,531,269,695

      事業用資産 28,229,418,637     長期未払金 -

        土地 8,644,915,570     退職手当引当金 4,294,046,011

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 52,145,070,143     その他 -

        建物減価償却累計額 -33,341,074,164   流動負債 3,899,320,526

        工作物 815,374,685     １年内償還予定地方債 3,406,300,017

        工作物減価償却累計額 -157,221,185     未払金 290,400

        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 319,871,828

        航空機 -     預り金 101,299,016

        航空機減価償却累計額 -     その他 71,559,265

        その他 - 負債合計 37,724,636,232

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 122,353,588   固定資産等形成分 155,436,629,189

      インフラ資産 116,084,613,938   余剰分（不足分） -36,305,867,542

        土地 1,280,308,939

        建物 1,495,973,102

        建物減価償却累計額 -1,076,672,640

        工作物 268,945,907,168

        工作物減価償却累計額 -154,708,037,979

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 147,135,348

      物品 2,956,743,258

      物品減価償却累計額 -2,467,619,979

    無形固定資産 16,152,972

      ソフトウェア 16,152,972

      その他 -

    投資その他の資産 8,026,393,763

      投資及び出資金 2,382,898,043

        有価証券 12,160,000

        出資金 2,370,738,043

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 230,772,516

      長期貸付金 102,790,110

      基金 5,315,508,847

        減債基金 -

        その他 5,315,508,847

      その他 1,744,000

      徴収不能引当金 -7,319,753

  流動資産 4,009,695,290

    現金預金 1,221,231,304

    未収金 48,081,528

    短期貸付金 9,154,543

    基金 2,581,772,057

      財政調整基金 964,061,094

      減債基金 1,617,710,963

    棚卸資産 -

    その他 152,230,230

    徴収不能引当金 -2,774,372 純資産合計 119,130,761,647

資産合計 156,855,397,879 負債及び純資産合計 156,855,397,879

貸借対照表
（令和2年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：高梁市

会計：一般会計等 （単位：円）

    その他 578,000

純行政コスト 24,966,064,253

    その他 2,316,672

  臨時利益 23,019,935

    資産売却益 22,441,935

    資産除売却損 196,456,432

    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 21,919,127,846

  臨時損失 3,069,956,342

    災害復旧事業費 2,871,183,238

  経常収益 1,079,319,967

    使用料及び手数料 467,484,035

    その他 611,835,932

      社会保障給付 2,133,476,909

      他会計への繰出金 2,354,840,527

      その他 21,961,100

        その他 230,617,516

    移転費用 7,796,799,253

      補助金等 3,286,520,717

      その他の業務費用 409,508,062

        支払利息 171,843,056

        徴収不能引当金繰入額 7,047,490

        維持補修費 432,985,662

        減価償却費 6,565,505,377

        その他 -

        その他 285,014,842

      物件費等 10,324,651,533

        物件費 3,326,160,494

        職員給与費 3,834,732,510

        賞与等引当金繰入額 319,871,828

        退職手当引当金繰入額 27,869,785

  経常費用 22,998,447,813

    業務費用 15,201,648,560

      人件費 4,467,488,965

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：高梁市

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 124,059,132,486 160,071,849,879 -36,012,717,393

  純行政コスト（△） -24,966,064,253 -24,966,064,253

  財源 19,881,146,450 19,881,146,450

    税収等 15,358,239,008 15,358,239,008

    国県等補助金 4,522,907,442 4,522,907,442

  本年度差額 -5,084,917,803 -5,084,917,803

  固定資産等の変動（内部変動） -4,791,767,654 4,791,767,654

    有形固定資産等の増加 1,433,804,449 -1,433,804,449

    有形固定資産等の減少 -6,590,503,577 6,590,503,577

    貸付金・基金等の増加 1,371,728,839 -1,371,728,839

    貸付金・基金等の減少 -1,006,797,365 1,006,797,365

  資産評価差額 -152,000 -152,000

  無償所管換等 156,698,964 156,698,964

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -4,928,370,839 -4,635,220,690 -293,150,149

本年度末純資産残高 119,130,761,647 155,436,629,189 -36,305,867,542

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：高梁市

会計：一般会計等 （単位：円）

前年度末歳計外現金残高 99,253,448

本年度歳計外現金増減額 2,045,568

本年度末歳計外現金残高 101,299,016

本年度末現金預金残高 1,221,231,304

    その他の収入 69,029,392

財務活動収支 -155,089,055

本年度資金収支額 -392,789,329

前年度末資金残高 1,512,721,617

本年度末資金残高 1,119,932,288

  財務活動支出 3,478,832,447

    地方債償還支出 3,394,668,643

    その他の支出 84,163,804

  財務活動収入 3,323,743,392

    地方債発行収入 3,254,714,000

    貸付金元金回収収入 45,410,715

    資産売却収入 39,217,778

    その他の収入 207,583

投資活動収支 -1,735,873,614

【財務活動収支】

    貸付金支出 70,802,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,068,313,830

    国県等補助金収入 34,168,677

    基金取崩収入 949,309,077

【投資活動収支】

  投資活動支出 2,804,187,444

    公共施設等整備費支出 1,433,804,449

    基金積立金支出 1,299,393,995

    投資及び出資金支出 187,000

  臨時支出 2,871,183,238

    災害復旧事業費支出 2,871,183,238

    その他の支出 -

  臨時収入 1,708,558,760

業務活動収支 1,498,173,340

  業務収入 19,209,352,828

    税収等収入 15,339,716,412

    国県等補助金収入 2,789,102,005

    使用料及び手数料収入 467,399,898

    その他の収入 613,134,513

    移転費用支出 7,796,799,253

      補助金等支出 3,286,520,717

      社会保障給付支出 2,133,476,909

      他会計への繰出支出 2,354,840,527

      その他の支出 21,961,100

    業務費用支出 8,751,755,757

      人件費支出 4,441,378,743

      物件費等支出 3,914,426,936

      支払利息支出 171,843,056

      その他の支出 224,107,022

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 16,548,555,010


