
【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 106,362,113   固定負債 69,492,591

    有形固定資産 90,197,326     地方債等 42,354,523

      事業用資産 31,644,723     長期未払金 -

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

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 -     その他 23,857,119

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 5,255,502

        建物 40,882,638     １年内償還予定地方債等 3,790,741

        建物減価償却累計額 -21,990,427     未払金 1,105,765

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 2,010,892     前受金 23

        工作物減価償却累計額 -980,605     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 279,994

        船舶 -     預り金 75,041

        船舶減価償却累計額 -     その他 3,937

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 74,748,093

        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 109,161,451

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -70,788,686

        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 266,571

        その他減価償却累計額 -108,103

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 219,865

      インフラ資産 55,888,545

        土地 2,841,124

        土地減損損失累計額 -

        建物 1,170,451

        建物減価償却累計額 -287,923

        建物減損損失累計額 -

        工作物 76,871,275

        工作物減価償却累計額 -24,969,739

        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 263,358

      物品 6,130,199

      物品減価償却累計額 -3,466,140

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 2,660,087

      ソフトウェア 221,628

      その他 2,438,458

    投資その他の資産 13,504,700

      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 400,148

      長期貸付金 244,110

      基金 12,816,831

        減債基金 3,983,190

        その他 8,833,640

      その他 -

      徴収不能引当金 -34,140

  流動資産 6,758,745

    現金預金 3,451,539

    未収金 513,611

    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 6,439

    その他 -

    徴収不能引当金 -12,182

  繰延資産 - 純資産合計 38,372,765

資産合計 113,120,858 負債及び純資産合計 113,120,858

連結貸借対照表
（令和3年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：米原市

会計：全体会計 （単位：千円）

    資産売却益 11,144

    その他 83,911

純行政コスト 29,608,435

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 870

  臨時利益 95,054

  臨時損失 7,445

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 6,575

    使用料及び手数料 1,247,528

    その他 568,979

純経常行政コスト 29,696,044

      社会保障給付 2,690,298

      その他 18,143

  経常収益 1,816,506

        その他 173,792

    移転費用 18,621,465

      補助金等 15,913,025

      その他の業務費用 664,880

        支払利息 467,906

        徴収不能引当金繰入額 23,181

        維持補修費 618,246

        減価償却費 3,381,699

        その他 52

        その他 569,480

      物件費等 8,442,350

        物件費 4,442,352

        職員給与費 2,940,567

        賞与等引当金繰入額 273,808

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 31,512,551

    業務費用 12,891,085

      人件費 3,783,856

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



【様式第3号】

自治体名：米原市

会計：全体会計 （単位：千円）

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 38,049,637 106,678,309 -68,628,673 -

  純行政コスト（△） -29,608,435 -29,608,435 -

  財源 30,524,763 30,524,763 -

    税収等 17,199,106 17,199,106 -

    国県等補助金 13,325,656 13,325,656 -

  本年度差額 916,328 916,328 -

  固定資産等の変動（内部変動） 2,461,550 -2,461,550

    有形固定資産等の増加 6,074,696 -6,074,696

    有形固定資産等の減少 -3,425,210 3,425,210

    貸付金・基金等の増加 595,767 -595,767

    貸付金・基金等の減少 -783,703 783,703

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 24,558 24,558

  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 -617,757 -2,966 -614,791

  本年度純資産変動額 323,129 2,483,142 -2,160,014 -

本年度末純資産残高 38,372,765 109,161,451 -70,788,686 -

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

科目名 合計



【様式第4号】

自治体名：米原市

会計：全体会計 （単位：千円）

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 3,451,539

財務活動収支 1,907,032

本年度資金収支額 -100,360

前年度末資金残高 3,476,857

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 3,376,497

    地方債等償還支出 4,086,377

    その他の支出 24,640

  財務活動収入 6,018,049

    地方債等発行収入 6,018,049

    その他の収入 -

    資産売却収入 12,975

    その他の収入 -

投資活動収支 -4,250,431

【財務活動収支】

  財務活動支出 4,111,017

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,674,808

    国県等補助金収入 990,260

    基金取崩収入 651,326

    貸付金元金回収収入 20,247

  投資活動支出 5,925,239

    公共施設等整備費支出 5,424,373

    基金積立金支出 458,881

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 41,985

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 82,147

業務活動収支 2,243,038

【投資活動収支】

    税収等収入 16,491,283

    国県等補助金収入 12,008,127

    使用料及び手数料収入 1,231,782

    その他の収入 523,031

  臨時支出 -

    移転費用支出 18,604,816

      補助金等支出 15,913,025

      社会保障給付支出 2,690,298

      その他の支出 1,493

  業務収入 30,254,223

    業務費用支出 9,488,516

      人件費支出 3,805,551

      物件費等支出 5,044,438

      支払利息支出 467,906

      その他の支出 170,620

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 28,093,332


