
【様式第1号】

自治体名：米原市

会計：一般会計等 （単位：千円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 54,325,915   固定負債 25,468,016

    有形固定資産 40,987,485     地方債 22,168,134

      事業用資産 29,030,393     長期未払金 -

        土地 11,345,976     退職手当引当金 3,294,814

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 36,620,621     その他 5,067

        建物減価償却累計額 -21,100,469   流動負債 2,240,801

        工作物 1,680,659     １年内償還予定地方債 1,869,702

        工作物減価償却累計額 -931,545     未払金 -

        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 284,748

        航空機 -     預り金 61,712

        航空機減価償却累計額 -     その他 24,640

        その他 199,591 負債合計 27,708,817

        その他減価償却累計額 -67,394 【純資産の部】

        建設仮勘定 1,282,953   固定資産等形成分 57,113,195

      インフラ資産 11,080,708   余剰分（不足分） -26,582,190

        土地 2,296,651

        建物 130,241

        建物減価償却累計額 -116,734

        工作物 24,092,693

        工作物減価償却累計額 -15,522,266

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 200,123

      物品 2,415,356

      物品減価償却累計額 -1,538,973

    無形固定資産 150,165

      ソフトウェア 150,165

      その他 -

    投資その他の資産 13,188,265

      投資及び出資金 217,790

        有価証券 -

        出資金 217,790

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 259,659

      長期貸付金 224,122

      基金 12,516,216

        減債基金 3,963,037

        その他 8,553,180

      その他 -

      徴収不能引当金 -29,523

  流動資産 3,913,906

    現金預金 1,095,842

    未収金 31,367

    短期貸付金 13,262

    基金 2,774,018

      財政調整基金 2,774,018

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -582 純資産合計 30,531,005

資産合計 58,239,822 負債及び純資産合計 58,239,822

貸借対照表
（令和2年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：米原市

会計：一般会計等 （単位：千円）

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 16,800,188

    業務費用 8,882,059

      人件費 3,133,365

        職員給与費 2,536,545

        賞与等引当金繰入額 284,748

        退職手当引当金繰入額 53,927

        その他 258,146

      物件費等 5,482,000

        物件費 3,532,332

        維持補修費 271,776

        減価償却費 1,677,853

        その他 39

      その他の業務費用 266,694

        支払利息 159,763

        徴収不能引当金繰入額 5,082

        その他 101,849

    移転費用 7,918,128

      補助金等 4,416,879

      社会保障給付 2,601,170

      他会計への繰出金 894,003

      その他 6,076

  経常収益 754,250

    使用料及び手数料 129,821

    その他 624,430

純経常行政コスト 16,045,937

  臨時損失 10,471

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 6,868

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 18,627

純行政コスト 15,947,633

    その他 3,603

  臨時利益 108,775

    資産売却益 90,148



【様式第3号】

自治体名：米原市

会計：一般会計等 （単位：千円）

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 29,611,443 56,012,287 -26,400,844

  純行政コスト（△） -15,947,633 -15,947,633

  財源 16,847,906 16,847,906

    税収等 13,479,364 13,479,364

    国県等補助金 3,368,542 3,368,542

  本年度差額 900,273 900,273

  固定資産等の変動（内部変動） 1,081,618 -1,081,618

    有形固定資産等の増加 2,654,448 -2,654,448

    有形固定資産等の減少 -1,844,381 1,844,381

    貸付金・基金等の増加 708,771 -708,771

    貸付金・基金等の減少 -437,220 437,220

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 19,560 19,560

  その他 -270 -270 -

  本年度純資産変動額 919,562 1,100,908 -181,345

本年度末純資産残高 30,531,005 57,113,195 -26,582,190

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：米原市

会計：一般会計等 （単位：千円）

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 15,003,878

    業務費用支出 7,085,749

      人件費支出 3,019,990

      物件費等支出 3,804,147

      支払利息支出 159,763

      その他の支出 101,849

    移転費用支出 7,918,128

      補助金等支出 4,416,879

      社会保障給付支出 2,601,170

      他会計への繰出支出 894,003

      その他の支出 6,076

  業務収入 17,088,385

    税収等収入 13,481,389

    国県等補助金収入 2,855,153

    使用料及び手数料収入 127,839

    その他の収入 624,004

  臨時支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 2,084,508

【投資活動収支】

  投資活動支出 3,160,605

    公共施設等整備費支出 2,508,239

    基金積立金支出 643,952

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 8,414

    その他の支出 -

  投資活動収入 995,870

    国県等補助金収入 513,389

    基金取崩収入 355,484

    貸付金元金回収収入 23,476

    資産売却収入 103,521

    その他の収入 -

投資活動収支 -2,164,735

【財務活動収支】

  財務活動支出 2,258,155

    地方債償還支出 2,213,480

    その他の支出 44,675

  財務活動収入 2,492,543

    地方債発行収入 2,492,543

前年度末歳計外現金残高 64,642

本年度歳計外現金増減額 -2,930

本年度末歳計外現金残高 61,712

本年度末現金預金残高 1,095,842

    その他の収入 -

財務活動収支 234,388

本年度資金収支額 154,160

前年度末資金残高 879,970

本年度末資金残高 1,034,130


