
岐阜市_連結会計 【様式第1号】

（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 896,439,632,756   固定負債 438,328,279,575

    有形固定資産 709,898,897,263     地方債等 224,292,827,749

      事業用資産 264,240,317,508     長期未払金 -

        土地 107,097,479,237     退職手当引当金 20,231,583,083

        立木竹 55,720,258     損失補償等引当金 -

        建物 333,945,609,056     その他 193,803,868,743

        建物減価償却累計額 -200,344,893,771   流動負債 34,097,027,746

        工作物 50,256,712,810     １年内償還予定地方債等 21,485,039,634

        工作物減価償却累計額 -29,204,389,974     未払金 4,865,902,649

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 135,500

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 2,646,043,850

        航空機 -     預り金 113,005,547

        航空機減価償却累計額 -     その他 4,986,900,566

        その他 4,518,730,297 負債合計 472,425,307,321

        その他減価償却累計額 -4,516,769,607 【純資産の部】

        建設仮勘定 2,432,119,202   固定資産等形成分 903,287,937,464

      インフラ資産 433,803,803,023   余剰分（不足分） -431,937,808,714

        土地 142,392,558,753   他団体出資等分 4,011,214,609

        建物 24,706,114,012

        建物減価償却累計額 -9,379,215,327

        工作物 539,796,490,828

        工作物減価償却累計額 -278,834,241,454

        その他 38,595,476,141

        その他減価償却累計額 -25,280,658,179

        建設仮勘定 1,807,278,249

      物品 33,652,215,528

      物品減価償却累計額 -21,797,438,796

    無形固定資産 5,632,864,478

      ソフトウェア 1,116,255,390

      その他 4,516,609,088

    投資その他の資産 180,907,871,015

      投資及び出資金 8,463,112,752

        有価証券 7,587,023,952

        出資金 876,088,800

        その他 -

      長期延滞債権 15,577,855,363

      長期貸付金 679,162,139

      基金 20,942,218,171

        減債基金 -

        その他 20,942,218,171

      その他 136,134,454,037

      徴収不能引当金 -888,931,447

  流動資産 51,347,017,924

    現金預金 35,001,590,543

    未収金 7,244,121,119

    短期貸付金 149,745,571

    基金 6,698,559,137

      財政調整基金 6,698,559,137

      減債基金 -

    棚卸資産 1,787,378,908

    その他 537,737,151

    徴収不能引当金 -72,114,505

  繰延資産 - 純資産合計 475,361,343,359

資産合計 947,786,650,680 負債及び純資産合計 947,786,650,680

連結貸借対照表
（令和3年3月31日現在）



岐阜市_連結会計 【様式第2号】

（単位：円）

連結行政コスト計算書
自　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日

科目名 金額

  経常費用 344,663,058,635

    業務費用 129,423,109,623

      人件費 44,166,315,643

        職員給与費 34,378,035,616

        賞与等引当金繰入額 2,577,150,983

        退職手当引当金繰入額 1,706,442,433

        その他 5,504,686,611

      物件費等 67,290,165,144

        物件費 40,139,606,684

        維持補修費 2,625,077,073

        減価償却費 24,337,592,039

        その他 187,889,348

      その他の業務費用 17,966,628,836

        支払利息 2,241,090,459

        徴収不能引当金繰入額 66,034,219

        その他 15,659,504,158

    移転費用 215,239,949,012

      補助金等 137,869,897,627

      社会保障給付 76,411,294,512

      その他 958,756,873

  経常収益 58,655,438,831

    使用料及び手数料 33,227,315,241

    その他 25,428,123,590

純経常行政コスト 286,007,619,804

  臨時損失 173,875,911

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 125,906,294

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 47,969,617

  臨時利益 28,184,086

    資産売却益 7,682,137

    その他 20,501,949

純行政コスト 286,153,311,629



岐阜市_連結会計 【様式第3号】

（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 472,873,764,741 836,817,350,689 -368,040,879,236 4,097,293,288

  純行政コスト（△） -286,153,311,629 -286,011,954,848 -141,356,781

  財源 288,572,838,787 288,517,613,588 55,225,199

    税収等 136,821,417,121 136,766,191,922 55,225,199

    国県等補助金 151,751,421,666 151,751,421,666 -

  本年度差額 2,419,527,158 2,505,658,740 -86,131,582

  固定資産等の変動（内部変動） 66,464,184,754 -66,464,184,754

    有形固定資産等の増加 39,575,540,904 -39,575,540,904

    有形固定資産等の減少 -27,190,807,703 27,190,807,703

    貸付金・基金等の増加 113,029,801,184 -113,029,801,184

    貸付金・基金等の減少 -58,950,349,631 58,950,349,631

  資産評価差額 214,109,855 214,109,855

  無償所管換等 -218,081,450 -218,081,450

  他団体出資等分の増加 -52,903 52,903

  他団体出資等分の減少 - -

  比例連結割合変更に伴う差額 4,462,038 8,415,864 -3,953,826 -

  その他 67,561,017 1,957,752 65,603,265

  本年度純資産変動額 2,487,578,618 66,470,586,775 -63,896,929,478 -86,078,679

本年度末純資産残高 475,361,343,359 903,287,937,464 -431,937,808,714 4,011,214,609

連結純資産変動計算書
自　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日



岐阜市_連結会計 【様式第4号】

（単位：円）

連結資金収支計算書
自　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 319,180,879,324

    業務費用支出 103,940,551,112

      人件費支出 43,558,881,126

      物件費等支出 42,550,965,940

      支払利息支出 2,241,090,459

      その他の支出 15,589,613,587

    移転費用支出 215,240,328,212

      補助金等支出 137,864,774,047

      社会保障給付支出 76,411,294,512

      その他の支出 964,259,653

  業務収入 343,217,404,160

    税収等収入 136,086,872,510

    国県等補助金収入 146,699,096,793

    使用料及び手数料収入 32,744,964,669

    その他の収入 27,686,470,188

  臨時支出 48,068,426

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 48,068,426

  臨時収入 5,259,009

業務活動収支 23,993,715,419

【投資活動収支】

  投資活動支出 69,725,563,134

    公共施設等整備費支出 35,512,869,256

    基金積立金支出 1,169,453,764

    投資及び出資金支出 1,850,046,324

    貸付金支出 31,173,774,000

    その他の支出 19,419,790

  投資活動収入 49,374,727,105

    国県等補助金収入 6,452,993,653

    基金取崩収入 11,490,321,224

    貸付金元金回収収入 31,306,277,311

    資産売却収入 88,634,917

    その他の収入 36,500,000

投資活動収支 -20,350,836,029

【財務活動収支】

  財務活動支出 23,040,275,120

    地方債等償還支出 22,003,543,864

    その他の支出 1,036,731,256

  財務活動収入 25,322,945,628

    地方債等発行収入 25,253,230,593

    その他の収入 69,715,035

前年度末歳計外現金残高 -

本年度歳計外現金増減額 -

本年度末歳計外現金残高 -

本年度末現金預金残高 35,001,590,543

財務活動収支 2,282,670,508

本年度資金収支額 5,925,549,898

前年度末資金残高 29,071,190,559

比例連結割合変更に伴う差額 4,850,086

本年度末資金残高 35,001,590,543


