
【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 57,288,823   固定負債 28,414,217

    有形固定資産 44,109,497     地方債 25,129,991

      事業用資産 31,644,063     長期未払金 -

        土地 11,343,893     退職手当引当金 3,280,948

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 40,882,638     その他 3,279

        建物減価償却累計額 -21,990,427   流動負債 2,258,392

        工作物 2,010,892     １年内償還予定地方債 1,918,582

        工作物減価償却累計額 -980,605     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 262,980

        航空機 -     預り金 75,041

        航空機減価償却累計額 -     その他 1,788

        その他 265,691 負債合計 30,672,609

        その他減価償却累計額 -107,883 【純資産の部】

        建設仮勘定 219,865   固定資産等形成分 60,088,162

      インフラ資産 11,423,460   余剰分（不足分） -29,443,675

        土地 2,353,162

        建物 130,241

        建物減価償却累計額 -117,852

        工作物 24,894,177

        工作物減価償却累計額 -15,970,644

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 134,376

      物品 2,639,063

      物品減価償却累計額 -1,597,089

    無形固定資産 180,492

      ソフトウェア 180,492

      その他 -

    投資その他の資産 12,998,834

      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 254,496

      長期貸付金 244,110

      基金 12,312,331

        減債基金 3,983,190

        その他 8,329,141

      その他 -

      徴収不能引当金 -29,894

  流動資産 4,028,273

    現金預金 960,180

    未収金 274,345

    短期貸付金 15,012

    基金 2,784,327

      財政調整基金 2,784,327

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -5,591 純資産合計 30,644,487

資産合計 61,317,096 負債及び純資産合計 61,317,096

貸借対照表
（令和3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　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 22,935,738

    業務費用 9,828,127

      人件費 3,614,216

        職員給与費 2,812,739

        賞与等引当金繰入額 262,980

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 538,498

      物件費等 5,954,793

        物件費 3,663,579

        維持補修費 566,710

        減価償却費 1,724,451

        その他 52

      その他の業務費用 259,118

        支払利息 141,305

        徴収不能引当金繰入額 14,403

        その他 103,410

    移転費用 13,107,611

      補助金等 9,467,932

      社会保障給付 2,689,818

      他会計への繰出金 931,810

      その他 18,051

  経常収益 534,602

    使用料及び手数料 94,143

    その他 440,459

純経常行政コスト 22,401,136

  臨時損失 6,575

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 6,575

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 1,764

純行政コスト 22,394,803

    その他 -

  臨時利益 12,907

    資産売却益 11,144



【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 30,531,005 57,113,195 -26,582,190

  純行政コスト（△） -22,394,803 -22,394,803

  財源 22,507,552 22,507,552

    税収等 13,775,399 13,775,399

    国県等補助金 8,732,153 8,732,153

  本年度差額 112,748 112,748

  固定資産等の変動（内部変動） 2,974,234 -2,974,234

    有形固定資産等の増加 4,901,038 -4,901,038

    有形固定資産等の減少 -1,749,847 1,749,847

    貸付金・基金等の増加 557,618 -557,618

    貸付金・基金等の減少 -734,574 734,574

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 1,149 1,149

  その他 -415 -415 -

  本年度純資産変動額 113,482 2,974,967 -2,861,485

本年度末純資産残高 30,644,487 60,088,162 -29,443,675

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



【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　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 21,216,870

    業務費用支出 8,125,909

      人件費支出 3,635,984

      物件費等支出 4,228,560

      支払利息支出 141,305

      その他の支出 120,060

    移転費用支出 13,090,961

      補助金等支出 9,467,932

      社会保障給付支出 2,689,818

      他会計への繰出支出 931,810

      その他の支出 1,402

  業務収入 21,890,464

    税収等収入 13,530,414

    国県等補助金収入 7,839,818

    使用料及び手数料収入 93,810

    その他の収入 426,421

  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 673,594

【投資活動収支】

  投資活動支出 5,385,566

    公共施設等整備費支出 4,885,830

    基金積立金支出 457,751

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 41,985

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,576,884

    国県等補助金収入 892,335

    基金取崩収入 651,326

    貸付金元金回収収入 20,247

    資産売却収入 12,975

    その他の収入 -

投資活動収支 -3,808,682

【財務活動収支】

  財務活動支出 2,263,052

    地方債償還支出 2,238,412

    その他の支出 24,640

  財務活動収入 5,249,149

    地方債発行収入 5,249,149

前年度末歳計外現金残高 61,712

本年度歳計外現金増減額 13,329

本年度末歳計外現金残高 75,041

本年度末現金預金残高 960,180

    その他の収入 -

財務活動収支 2,986,097

本年度資金収支額 -148,991

前年度末資金残高 1,034,130

本年度末資金残高 885,139


