
【様式第1号】

自治体名：桑名市

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 257,840,197,352   固定負債 165,073,074,523

    有形固定資産 241,337,336,303     地方債等 100,227,542,618

      事業用資産 99,108,892,452     長期未払金 205,284,794

        土地 44,073,486,946     退職手当引当金 8,282,108,286

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 -     その他 56,358,138,825

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 15,614,041,142

        建物 111,551,800,796     １年内償還予定地方債等 10,450,479,321

        建物減価償却累計額 -63,350,106,972     未払金 3,375,144,828

        建物減損損失累計額 -     未払費用 73,093,538

        工作物 7,868,009,105     前受金 629,611

        工作物減価償却累計額 -5,945,928,367     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 1,121,560,580

        船舶 3,295,405     預り金 282,907,257

        船舶減価償却累計額 -3,295,401     その他 310,226,007

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 180,687,115,665

        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 263,664,517,666

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -169,458,036,277

        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 4,911,630,940

      インフラ資産 133,239,839,163

        土地 16,831,307,918

        土地減損損失累計額 -

        建物 8,697,930,985

        建物減価償却累計額 -4,158,902,141

        建物減損損失累計額 -

        工作物 176,120,999,775

        工作物減価償却累計額 -71,890,144,523

        工作物減損損失累計額 -

        その他 16,656,895,215

        その他減価償却累計額 -10,865,750,524

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 1,847,502,458

      物品 21,123,118,054

      物品減価償却累計額 -12,134,513,366

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 6,521,159,583

      ソフトウェア 428,529,955

      その他 6,092,629,628

    投資その他の資産 9,981,701,466

      投資及び出資金 186,812,038

        有価証券 -

        出資金 186,812,038

        その他 -

      長期延滞債権 2,385,415,966

      長期貸付金 22,622,780

      基金 7,477,473,749

        減債基金 -

        その他 7,477,473,749

      その他 47,981,000

      徴収不能引当金 -138,604,067

  流動資産 17,053,399,702

    現金預金 7,990,404,157

    未収金 3,109,401,371

    短期貸付金 3,963,983

    基金 5,820,356,331

      財政調整基金 5,358,409,953

      減債基金 461,946,378

    棚卸資産 101,905,676

    その他 65,089,080

    徴収不能引当金 -37,720,896

  繰延資産 - 純資産合計 94,206,481,389

資産合計 274,893,597,054 負債及び純資産合計 274,893,597,054

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：桑名市

会計：連結会計 （単位：円）

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

  経常費用 97,676,185,581

    業務費用 45,437,434,104

      人件費 16,087,771,538

        職員給与費 13,303,688,335

        賞与等引当金繰入額 1,109,055,307

        退職手当引当金繰入額 623,032,244

        その他 1,051,995,652

      物件費等 27,295,218,983

        物件費 17,307,854,581

        維持補修費 860,391,343

        減価償却費 9,126,844,745

        その他 128,314

      その他の業務費用 2,054,443,583

        支払利息 1,092,155,772

        徴収不能引当金繰入額 143,034,982

        その他 819,252,829

    移転費用 52,238,751,477

      補助金等 24,340,575,501

      社会保障給付 26,242,597,070

      その他 1,655,578,906

  経常収益 17,822,198,919

    使用料及び手数料 5,638,454,341

    その他 12,183,744,578

純経常行政コスト 79,853,986,662

  臨時損失 1,078,090,925

    災害復旧事業費 130,115,646

    資産除売却損 927,888,452

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 20,086,827

  臨時利益 14,947,989

    資産売却益 11,689,071

    その他 3,258,918

純行政コスト 80,917,129,598



【様式第3号】

自治体名：桑名市

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 92,695,733,158 261,725,843,558 -169,056,627,255 26,516,855

  純行政コスト（△） -80,917,129,598 -80,904,932,428 -12,197,170

  財源 82,295,509,389 82,295,509,389 -

    税収等 44,818,044,744 44,818,044,744 -

    国県等補助金 37,477,464,645 37,477,464,645 -

  本年度差額 1,378,379,791 1,390,576,961 -12,197,170

  固定資産等の変動（内部変動） 1,798,369,215 -1,798,369,215

    有形固定資産等の増加 12,545,101,227 -12,545,101,227

    有形固定資産等の減少 -10,848,634,690 10,848,634,690

    貸付金・基金等の増加 3,784,570,589 -3,784,570,589

    貸付金・基金等の減少 -3,682,667,911 3,682,667,911

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 24,838,052 24,838,052

  他団体出資等分の増加 - -

  他団体出資等分の減少 14,319,685 -14,319,685

  比例連結割合変更に伴う差額 93,247,696 117,008,340 -23,760,644 -

  その他 14,282,692 -1,541,499 15,824,191

  本年度純資産変動額 1,510,748,231 1,938,674,108 -401,409,022 -26,516,855

本年度末純資産残高 94,206,481,389 263,664,517,666 -169,458,036,277 -

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：桑名市

会計：連結会計 （単位：円）

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 87,148,226,429

    業務費用支出 36,084,616,310

      人件費支出 16,075,984,682

      物件費等支出 18,113,407,649

      支払利息支出 1,092,835,751

      その他の支出 802,388,228

    移転費用支出 51,063,610,119

      補助金等支出 23,165,434,143

      社会保障給付支出 26,242,597,070

      その他の支出 1,655,578,906

  業務収入 95,077,416,759

    税収等収入 42,416,162,240

    国県等補助金収入 35,332,285,895

    使用料及び手数料収入 5,651,587,847

    その他の収入 11,677,380,777

  臨時支出 136,861,992

    災害復旧事業費支出 130,115,646

    その他の支出 6,746,346

  臨時収入 1,662,127

業務活動収支 7,793,990,465

【投資活動収支】

  投資活動支出 13,491,762,515

    公共施設等整備費支出 11,191,705,244

    基金積立金支出 2,199,506,361

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 100,000,000

    その他の支出 550,910

  投資活動収入 5,108,980,934

    国県等補助金収入 2,671,451,644

    基金取崩収入 2,040,216,974

    貸付金元金回収収入 113,954,771

    資産売却収入 79,086,986

    その他の収入 204,270,559

投資活動収支 -8,382,781,581

【財務活動収支】

  財務活動支出 10,006,530,817

    地方債等償還支出 9,651,021,360

    その他の支出 355,509,457

  財務活動収入 10,947,123,943

    地方債等発行収入 10,947,123,943

    その他の収入 -

前年度末歳計外現金残高 219,518,828

本年度歳計外現金増減額 -14,196,686

本年度末歳計外現金残高 205,322,142

本年度末現金預金残高 7,990,404,157

財務活動収支 940,593,126

本年度資金収支額 351,802,010

前年度末資金残高 7,414,719,138

比例連結割合変更に伴う差額 18,560,867

本年度末資金残高 7,785,082,015



１．重要な会計方針

(１)有形固定資産等の評価基準及び評価方法

開始時における有形固定資産等の評価は原則として取得原価とし、取得原価が不明なものは原則として再調達原価としています。

ただし、道路及び水路の敷地のうち、取得価格が不明なものは備忘価格１円としています。

また開始後については、原則として取得原価としております。

(２)有価証券等の評価基準及び評価方法

市場価格のある有価証券等は、財務書類作成基準日における時価により計上しています。また、市場価格がない有価証券等は、取得原価により計上しています。

ただし、一部の連結対象団体においては、総平均法による原価法を採用しています。財務書類作成基準日における時価により計上しています。

(３)棚卸資産の評価基準及び評価方法

一部の連結対象会計において、先入先出法による原価法によっています。ただし、一部の連結対象団体においては最終仕入れ原価法に基づく低価法によっています。

(４)有形固定資産等の減価償却の方法

①有形固定資産　

定額法により算定しています。

②無形固定資産（リース資産を除きます）

定額法により算定しています。（ソフトウェアについては、庁内における見込利用期間に基づく定額法によっています。）

③所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産（原則、リース期間が１年以内のリース取引及びリース契約１件あたりのリース料総額が300万円以下の

ファイナンスリース取引を除きます。）

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法により算定しています。

(５)引当金の計上基準及び算定方法

①徴収不能引当金

不納欠損率により計上しています。ただし、一部の連結対象団体においては、法人税法の規定による法定繰入率により計上しています。

②賞与等引当金

翌年度６月支給予定の期末・勤勉手当のうち、全支給対象期間に対する本年度の支給対象期間の割合を乗じた額を計上しています。

③退職手当引当金

期末自己都合要支給額を計上しています。

(６)リース取引の処理方法

①ファイナンス・リース取引

ア．所有権移転ファイナンス・リース取引（原則、リース期間が１年以内のリース取引及びリース契約１件あたりのリース料総額が300万円以下の

ファイナンスリース取引を除きます。）

通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行っています。

イ．ア以外のファイナンス・リース取引

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。

②オペレーティング・リース取引

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。

(７)連結資金収支計算書における資金の範囲

容易に換金可能であり、かつ、価値変動が僅少なもので、３か月以内に満期日が到来する流動性の高い投資。ただし、一般会計等及び全体においては、

桑名市会計規則において、歳計現金等の保管方法として規定した預金等。

(８)消費税等の会計処理

税込方式によっています。ただし、一部の連結対象団体（会計）については税抜方式によっています。

２．重要な後発事象

該当事項はありません。

３．偶発債務

係争中の訴訟等

係争中の訴訟等で損害賠償等の請求を受けているものは次のとおりです。

①名古屋地裁平成28年(ワ)第4677号

時間外賃金等請求事件　請求額1,760千円

②桑名市情報公開・個人情報保護審査会答申により非公開

損害賠償請求事件　　　請求額 事件案件に同じ

４．追加情報

(１)連結対象団体（会計）

区　　分 連結の方法（比例連結割合）

【地方公営企業会計】

水道事業会計 全部連結

下水道事業会計 全部連結

【一部事務組合・広域連合】

桑名広域清掃事業組合 比例連結（77.85％）

桑名・員弁広域連合 比例連結（74.57％）

三重地方税管理回収機構 比例連結（12.49％）

三重県後期高齢者医療広域連合（一般会計） 比例連結（6.84％）

三重県後期高齢者医療広域連合（特別会計） 比例連結（7.38％）

三重県市町総合事務組合（一般会計） 比例連結（3.45％）

三重県市町総合事務組合（共同研修特別会計） 比例連結（3.45％）

三重県市町総合事務組合（共有デジタル地図特別会計） 比例連結（3.45％）

三重県市町総合事務組合（物品等入札参加資格特別会計） 比例連結（4.87％）

三重県市町総合事務組合（退職手当特別会計） みなし連結

三重県市町総合事務組合（消防救急無線特別会計） 比例連結（4.18％）

【地方独立行政法人】

地方独立行政法人桑名市総合医療センター 全部連結

【第三セクター等】

（一財）桑名市文化・スポーツ振興公社 全部連結

（株）まちづくり桑名 全部連結

連結の方法は次のとおりです。

①地方公営企業は、すべて全部連結の対象としています。

②一部事務組合・広域連合は、各構成団体の経費負担割合等に基づき比例連結の対象としています。

③地方独立行政法人は、すべて全部連結の対象としています。

④第三セクター等は、出資割合等が50％を超える団体は、全部連結の対象としています。

注記



(２)出納整理期間

地方自治法235条の５に基づき出納整理期間が設けられている会計においては、出納整理期間における現金の受払い等を終了した後の計数をもって会計年度末の計数

としています。

(３)表示単位未満の取扱い

各項目の金額を表示単位未満で四捨五入しているため、合計等の金額が一致しない場合があります。

(４)売却可能資産の範囲及び内訳は、次のとおりです。

ア．範囲

令和元年度予算において、財産収入として措置されている公共資産

イ．内訳

土地 325 千円


