
【様式第1号】

自治体名：米原市

会計：全体会計 （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 103,891,030   固定負債 67,828,167

    有形固定資産 87,592,832     地方債等 40,495,926

      事業用資産 29,031,273     長期未払金 -

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

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 -     その他 24,037,427

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 4,603,085

        建物 36,620,621     １年内償還予定地方債等 3,717,666

        建物減価償却累計額 -21,100,469     未払金 494,500

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 1,680,659     前受金 2

        工作物減価償却累計額 -931,545     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 301,689

        船舶 -     預り金 61,712

        船舶減価償却累計額 -     その他 27,516

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 72,431,253

        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 106,678,309

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -68,628,673

        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 200,471

        その他減価償却累計額 -67,394

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 1,282,953

      インフラ資産 56,471,805

        土地 2,784,613

        土地減損損失累計額 -

        建物 1,087,472

        建物減価償却累計額 -265,132

        建物減損損失累計額 -

        工作物 75,333,290

        工作物減価償却累計額 -23,163,811

        工作物減損損失累計額 -

        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 695,374

      物品 5,353,252

      物品減価償却累計額 -3,263,499

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 2,589,702

      ソフトウェア 150,165

      その他 2,439,537

    投資その他の資産 13,708,495

      投資及び出資金 77,751

        有価証券 -

        出資金 77,751

        その他 -

      長期延滞債権 420,495

      長期貸付金 224,122

      基金 13,019,586

        減債基金 3,963,037

        その他 9,056,549

      その他 -

      徴収不能引当金 -33,458

  流動資産 6,589,860

    現金預金 3,538,569

    未収金 262,615

    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 6,532

    その他 -

    徴収不能引当金 -5,136

  繰延資産 - 純資産合計 38,049,637

資産合計 110,480,889 負債及び純資産合計 110,480,889

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：米原市

会計：全体会計 （単位：千円）

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 25,269,653

    業務費用 11,950,022

      人件費 3,276,472

        職員給与費 2,636,115

        賞与等引当金繰入額 296,301

        退職手当引当金繰入額 53,927

        その他 290,128

      物件費等 7,965,969

        物件費 4,241,841

        維持補修費 327,190

        減価償却費 3,396,899

        その他 39

      その他の業務費用 707,582

        支払利息 519,105

        徴収不能引当金繰入額 12,246

        その他 176,231

    移転費用 13,319,631

      補助金等 10,711,786

      社会保障給付 2,601,670

      その他 6,174

  経常収益 2,045,492

    使用料及び手数料 1,282,075

    その他 763,417

純経常行政コスト 23,224,161

  臨時損失 16,060

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 6,868

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 9,192

  臨時利益 108,775

    資産売却益 90,148

    その他 18,627

純行政コスト 23,131,447



【様式第3号】

自治体名：米原市

会計：全体会計 （単位：千円）

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 37,037,560 106,713,662 -69,676,101 -

  純行政コスト（△） -23,131,447 -23,131,447 -

  財源 24,685,817 24,685,817 -

    税収等 16,783,382 16,783,382 -

    国県等補助金 7,902,436 7,902,436 -

  本年度差額 1,554,370 1,554,370 -

  固定資産等の変動（内部変動） -77,430 77,430

    有形固定資産等の増加 3,290,485 -3,290,485

    有形固定資産等の減少 -3,572,958 3,572,958

    貸付金・基金等の増加 740,949 -740,949

    貸付金・基金等の減少 -535,907 535,907

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 42,795 42,795

  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 - - - -

  その他 -585,089 -717 -584,372

  本年度純資産変動額 1,012,076 -35,352 1,047,429 -

本年度末純資産残高 38,049,637 106,678,309 -68,628,673 -

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：米原市

会計：全体会計 （単位：千円）

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 21,652,051

    業務費用支出 8,332,420

      人件費支出 3,160,755

      物件費等支出 4,488,044

      支払利息支出 519,105

      その他の支出 164,516

    移転費用支出 13,319,631

      補助金等支出 10,711,786

      社会保障給付支出 2,601,670

      その他の支出 6,174

  業務収入 25,344,489

    税収等収入 16,414,368

    国県等補助金収入 6,930,465

    使用料及び手数料収入 1,267,859

    その他の収入 731,797

  臨時支出 4,719

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 4,719

  臨時収入 -

業務活動収支 3,687,719

【投資活動収支】

  投資活動支出 3,811,294

    公共施設等整備費支出 3,158,228

    基金積立金支出 644,652

    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 1,149,792

    国県等補助金収入 620,311

    基金取崩収入 402,484

    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 -2,661,502

【財務活動収支】

  財務活動支出 4,126,204

    地方債等償還支出 4,081,529

    その他の支出 44,675

  財務活動収入 3,115,043

    地方債等発行収入 3,115,043

    その他の収入 -

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 3,538,569

財務活動収支 -1,011,161

本年度資金収支額 15,056

前年度末資金残高 3,461,802

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 3,476,857


