
【様式第1号】

自治体名：岡山市

会計：一般会計等 （単位：百万円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 789,318   固定負債 379,148

    有形固定資産 712,849     地方債 319,711

      事業用資産 364,162     長期未払金 -

        土地 198,673     退職手当引当金 57,569

        立木竹 443     損失補償等引当金 81

        建物 398,184     その他 1,786

        建物減価償却累計額 △ 242,776   流動負債 40,507

        工作物 3,925     １年内償還予定地方債 32,097

        工作物減価償却累計額 △ 1,924     未払金 39

        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 5,819

        航空機 1,036     預り金 2,492

        航空機減価償却累計額 △ 1,036     その他 61

        その他 2,978 負債合計 419,656

        その他減価償却累計額 △ 2,978 【純資産の部】

        建設仮勘定 7,638   固定資産等形成分 835,666

      インフラ資産 341,101   余剰分（不足分） △ 400,092

        土地 97,329

        建物 6,535

        建物減価償却累計額 △ 3,788

        工作物 623,473

        工作物減価償却累計額 △ 408,346

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 25,899

      物品 44,995

      物品減価償却累計額 △ 37,408

    無形固定資産 1,009

      ソフトウェア 955

      その他 54

    投資その他の資産 75,460

      投資及び出資金 18,590

        有価証券 329

        出資金 18,261

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 5,244

      長期貸付金 13,576

      基金 38,407

        減債基金 -

        その他 38,407

      その他 -

      徴収不能引当金 △ 358

  流動資産 65,912

    現金預金 18,413

    未収金 1,272

    短期貸付金 5,151

    基金 41,197

      財政調整基金 19,404

      減債基金 21,794

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 △ 122 純資産合計 435,574

資産合計 855,229 負債及び純資産合計 855,229

貸借対照表
（令和2年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：岡山市

会計：一般会計等 （単位：百万円）

    その他 848

純行政コスト 271,388

    その他 392

  臨時利益 1,413

    資産売却益 565

    資産除売却損 1,265

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 55

純経常行政コスト 270,093

  臨時損失 2,709

    災害復旧事業費 997

  経常収益 10,992

    使用料及び手数料 6,409

    その他 4,583

      社会保障給付 69,147

      他会計への繰出金 20,277

      その他 61

        その他 1,889

    移転費用 123,682

      補助金等 34,197

      その他の業務費用 4,598

        支払利息 2,530

        徴収不能引当金繰入額 179

        維持補修費 5,420

        減価償却費 20,858

        その他 -

        その他 3,650

      物件費等 74,598

        物件費 48,320

        職員給与費 68,737

        賞与等引当金繰入額 5,819

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 281,084

    業務費用 157,402

      人件費 78,206

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：岡山市

会計：一般会計等 （単位：百万円）

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 432,477 832,643 △ 400,166

  純行政コスト（△） △ 271,388 △ 271,388

  財源 274,804 274,804

    税収等 194,360 194,360

    国県等補助金 80,444 80,444

  本年度差額 3,415 3,415

  固定資産等の変動（内部変動） 3,158 △ 3,158

    有形固定資産等の増加 24,930 △ 24,930

    有形固定資産等の減少 △ 24,284 24,284

    貸付金・基金等の増加 20,012 △ 20,012

    貸付金・基金等の減少 △ 17,501 17,501

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 △ 150 △ 150

  その他 △ 169 15 △ 184

  本年度純資産変動額 3,097 3,023 73

本年度末純資産残高 435,574 835,666 △ 400,092

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1号】

自治体名：岡山市

会計：連結会計 （単位：百万円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 1,329,617   固定負債 784,437

    有形固定資産 1,234,539     地方債等 534,957

      事業用資産 384,863     長期未払金 -

        土地 205,152     退職手当引当金 65,222

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 81

        立木竹 443     その他 184,177

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 73,964

        建物 421,343     １年内償還予定地方債等 55,258

        建物減価償却累計額 △ 253,723     未払金 7,898

        建物減損損失累計額 -     未払費用 91

        工作物 11,469     前受金 80

        工作物減価償却累計額 △ 7,473     前受収益 12

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 6,613

        船舶 -     預り金 3,863

        船舶減価償却累計額 -     その他 150

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 858,401

        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 1,376,002

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） △ 812,944

        航空機 1,036   他団体出資等分 15,394

        航空機減価償却累計額 △ 1,036

        航空機減損損失累計額 -

        その他 2,980

        その他減価償却累計額 △ 2,979

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 7,653

      インフラ資産 840,309

        土地 121,541

        土地減損損失累計額 -

        建物 24,531

        建物減価償却累計額 △ 11,401

        建物減損損失累計額 -

        工作物 1,259,044

        工作物減価償却累計額 △ 614,028

        工作物減損損失累計額 -

        その他 57,973

        その他減価償却累計額 △ 30,201

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 32,852

      物品 52,849

      物品減価償却累計額 △ 43,482

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 22,868

      ソフトウェア 1,263

      その他 21,605

    投資その他の資産 72,209

      投資及び出資金 16,062

        有価証券 695

        出資金 15,354

        その他 13

      長期延滞債権 6,914

      長期貸付金 △ 3,077

      基金 50,534

        減債基金 -

        その他 50,534

      その他 2,803

      徴収不能引当金 △ 1,026

  流動資産 107,236

    現金預金 48,410

    未収金 8,745

    短期貸付金 5,151

    基金 41,233

      財政調整基金 19,440

      減債基金 21,794

    棚卸資産 4,380

    その他 28

    徴収不能引当金 △ 712

  繰延資産 - 純資産合計 578,451

資産合計 1,436,853 負債及び純資産合計 1,436,853

貸借対照表
（令和2年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：岡山市

会計：連結会計 （単位：百万円）

    資産売却益 719

    その他 927

純行政コスト 475,393

    損失補償等引当金繰入額 55

    その他 526

  臨時利益 1,646

  臨時損失 2,960

    災害復旧事業費 997

    資産除売却損 1,382

    使用料及び手数料 42,666

    その他 14,257

純経常行政コスト 474,079

      社会保障給付 69,185

      その他 142

  経常収益 56,923

        その他 7,009

    移転費用 310,696

      補助金等 241,369

      その他の業務費用 14,329

        支払利息 6,795

        徴収不能引当金繰入額 525

        維持補修費 6,820

        減価償却費 40,478

        その他 1,298

        その他 7,747

      物件費等 112,591

        物件費 63,995

        職員給与費 78,532

        賞与等引当金繰入額 6,405

        退職手当引当金繰入額 702

  経常費用 531,002

    業務費用 220,307

      人件費 93,386

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：岡山市

会計：連結会計 （単位：百万円）

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 573,055 1,378,631 △ 821,003 15,427

  純行政コスト（△） △ 475,393 △ 475,393 -

  財源 478,663 478,663 -

    税収等 287,899 287,899 -

    国県等補助金 190,764 190,764 -

  本年度差額 3,270 3,270 -

  固定資産等の変動（内部変動） △ 2,482 2,482

    有形固定資産等の増加 42,220 △ 42,220

    有形固定資産等の減少 △ 44,216 44,216

    貸付金・基金等の増加 26,829 △ 26,829

    貸付金・基金等の減少 △ 27,314 27,314

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 △ 150 △ 150

  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 △ 6 △ 23 51 △ 33

  その他 2,282 26 2,256

  本年度純資産変動額 5,396 △ 2,629 8,059 △ 33

本年度末純資産残高 578,451 1,376,002 △ 812,944 15,394

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：岡山市

会計：連結会計 （単位：百万円）

前年度末歳計外現金残高 2,236

本年度歳計外現金増減額 756

本年度末歳計外現金残高 2,992

本年度末現金預金残高 48,410

財務活動収支 △ 6,687

本年度資金収支額 △ 3,396

前年度末資金残高 48,815

比例連結割合変更に伴う差額 △ 2

本年度末資金残高 45,418

    地方債等償還支出 56,753

    その他の支出 11,842

  財務活動収入 61,908

    地方債等発行収入 47,312

    その他の収入 14,597

    資産売却収入 2,913

    その他の収入 4,933

投資活動収支 △ 22,936

【財務活動収支】

  財務活動支出 68,596

    その他の支出 487

  投資活動収入 37,387

    国県等補助金収入 14,373

    基金取崩収入 13,819

    貸付金元金回収収入 1,350

  投資活動支出 60,323

    公共施設等整備費支出 42,094

    基金積立金支出 17,064

    投資及び出資金支出 350

    貸付金支出 328

    災害復旧事業費支出 997

    その他の支出 9

  臨時収入 2

業務活動収支 26,227

【投資活動収支】

    税収等収入 280,258

    国県等補助金収入 179,744

    使用料及び手数料収入 42,921

    その他の収入 13,950

  臨時支出 1,006

    移転費用支出 310,908

      補助金等支出 241,377

      社会保障給付支出 69,185

      その他の支出 346

  業務収入 516,873

    業務費用支出 178,735

      人件費支出 93,307

      物件費等支出 74,141

      支払利息支出 6,794

      その他の支出 4,493

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 489,643
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