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１　地方公会計制度の概要

　地方公共団体の会計は、「収入」と「支出」で財務管理を行う単式簿記で処理していますが、平成

18年に地方公会計改革が公表され、「総務省方式改訂モデル」に基づき、貸借対照表、資金収支

計算書、行政コスト計算書、純資産変動計算書の財務書類４表を作成することとなりました。

　しかし、「総務省方式改訂モデル」は、決算統計データを活用したものであるため、適切な公会計

の書類とはいえないものでした。

　そこで、平成27年1月、総務省から全ての地方公共団体に対して、「固定資産台帳の整備」と「複

式簿記の導入」を前提とした「統一的な基準」による財務書類を整備するよう要請がされました。

　本市では、平成20年度決算から「総務省方式改訂モデル」による財務書類の作成に取り組み、

平成27年度決算からは「統一的な基準」による財務書類の作成に取り組んでいます。

→ → ストック情報（資産・負債）の把握

→

地方公会計制度

　企業会計の考え方を取り入れた財務書類
の整備

見えにくいコスト（減価償却費、引当金
等）の把握

現行の官庁会計制度

　現金の収入・支出という事実に基づく会計
処理

予算の適正・確実な執行

導入後統一的な基準 導入前

　決算統計データを活用し、簡易的に
財務書類を作成していました。

　個々の取引ごと（１伝票ごと）に複式
簿記による記帳を行い、財務書類を作
成しています。

複式簿記の導入

　固定資産台帳を整備せず、決算統
計データの普通建設事業費と区分さ
れた経費を基に、資産の取得価額を
推定していました。

　固定資産台帳を整備し、個々の資産
の取得価額、耐用年数等を管理して
います。

固定資産台帳の整備

　総務省方式改訂モデル、基準モデ
ル、東京都モデル等の作成基準が混
在し、団体間の比較が困難でした。

　基準の統一により、団体間の比較が
可能となりました。
【参考資料19ページ】

比較可能性の確保

地方公会計制度導入の背景

地方公会計制度の位置付け

「統一的な基準」の特徴

補完
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２　財務書類４表の概要

[業務活動収支] 日常の行政活動に係る資金収支を表しています。
[投資活動収支] 公共設備等の整備、貸付金・基金等に係る資金収支を
　　　　　　　　　　 表しています。
[財務活動収支] 地方債の発行、償還等に係る資金収支を表しています。

純資産は増加しているのか、減少しているのか？

　貸借対照表の「純資産」が、１年間にどのような要因で増減したかを表したも
のです。なお、純資産は「固定資産等形成分」および「余剰分（不足分）」に区
分され、純資産が「モノ（固定資産等形成分）」として残されたのか、「金銭（余
剰分（不足分））」として残されたのかを表しています。

純資産変動計算書

将来世代に引き継ぐ資産の内容、老朽度は？
将来世代への負担先送りとなる地方債残高は？
将来世代と現在までの世代との負担割合は？

　【視点】
経常的な行政サービスにかかった費用は？
受益者負担によってどの程度のコストが賄われたか？
コストの内訳は？

資金収支計算書 　行政活動に伴う資金の利用状況と資金獲得能力を表したものです。

　【視点】

　【視点】

行政コスト計算書 　１年度の行政活動において、資産形成にならないような行政サービスに要し
た費用（行政コスト）から、その行政サービスの対価として徴収した収益（使用
料・手数料等）を差し引いたものです。

貸借対照表 　市が行政サービスを提供するために保有している資産と、その資産の形成を
どのような財源で賄ってきたかを左右で対照表示したものです。

　【視点】

財務書類４表とは

資　産

負　債

純資産

使う資産
（例：インフラ資産、施設）

将来の行政サービス
提供能力を有するもの

売れる資産、回収する資産
（例：売却予定土地、

貸付金、未収の地方税）

将来の資金流入を
もたらすもの

将来世代の負担
（例：地方債、

将来支払退職金）

過去又は現世代の負担
（例：国・県補助金、

地方税）

財産 財源
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一般会計
駐車場事業特別会計

公営事業会計
国民健康保険事業特別会計
介護保険事業特別会計
後期高齢者医療事業特別会計
水道事業会計
下水道事業会計

一部事務組合・広域連合
滋賀県市町村交通災害共済組合
滋賀県市町村職員研修センター
滋賀県市町村職員退職手当組合
湖北広域行政事務センター
彦根市、米原市山林組合
長浜水道企業団
湖北地域消防組合
滋賀県後期高齢者医療広域連合

地方公社、第３セクター等
伊吹山麓まいばらスポーツ文化振興事業団

連結

市全体会計

一般会計等

財務書類の対象範囲
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３　連結財務書類４表

連結貸借対照表が表すもの

退職手当引当金

１年内償還予定地方債等

連結貸借対照表から分かること

※人口：38,785人（令和元年度末住民基本台帳人口）

連結資金収支計算書

連結資金収支計算書が表すもの

業務活動収支

市税、地方交付税、国県補助金など

社会保障給付、人件費など

投資活動収支

国県補助金、基金繰入金など

公共施設整備費、基金積立金など

財務活動収支

市債など

市債償還など

連結資金収支計算書から分かること

１ 固定資産 1,087億 　　　　円 １ 固定負債

連結貸借対照表

　連結貸借対照表は、会計年度末における「資産」や「負債」などの残高（ストック情報）を表しています。
　表左側の「資産」は、庁舎や学校、道路などの固定資産や、現金預金、基金などの残高を表しており、合計
で1,160億１千万円の資産（財産）を保有していることになります。
　表右側には、市債など将来世代が負担する「負債」が746億６千万円あり、「資産」から「負債」を差し引いた
413億５千万円が「純資産」となります。

資産の部（保有している財産） 負債の部（将来世代が負担する金額）

５千万円

246億

698億 ５千万円

１千万円

１千万円

５千万円

①事業用資産 307億 ６千万円 （２) 38億

地方債等 413億 ９千万円（１) 有形固定資産 914億 ６千万円 （１)

③物品 78億 ５千万円 ２ 流動負債 48億

②インフラ資産 579億 ９千万円 （３) その他

④物品減価償却累計額 ▲51億 ４千万円 （１) 38億

（３) 投資その他の資産 146億 ４千万円 （３)

（２) 無形固定資産 26億 　　　　円 （２) 未払金

賞与等引当金 ３億

５億 １千万円

②基金 139億 ６千万円 （５)

①投資及び出資金 ７千万円 （４)

その他 ６千万円

預り金

６千万円

（１) 現金預金 41億 ７千万円

２ 流動資産 73億 １千万円 純資産の部（現在までの世代が負担した金額）

（４) その他 ２千万円

５千万円
（３) 基金 28億 ４千万円

（２) 未収金 ２億 ８千万円
純資産合計 413億

【市民１人当たりの資産額】 299万 １千円 （うち固定資産　 280万３千円）

資産合計 1,160億 １千万円 負債及び純資産合計 1,160億 １千万円

期首（平成30年度末）資金残高 41億 ２千万円

【市民１人当たりの負債額】 192万 ５千円 （うち地方債等　 106万７千円）

　負債（将来世代の負担）のうち、地方債等の一部または全部が後年度の交付税の基準財政需要額に算入
されます。

▲27億 ５千万円

　連結資金収支計算書は、１年間の現
金収入と支出がどのような要因で増減
したのかを表しています。
　業務活動（行政サービスを提供する業
務）、投資活動（公共施設などの資産形
成）、財務活動（市債発行や市債償還な
ど）の３つに分類しています。
　令和元年度の資金収支は２千万円と
なり、現金預金の令和元年度末残高は
41億１千万円となりました。

38億 ２千万円

▲10億 ５千万円

２千万円

比例連結割合変更に伴う差額 ▲ ３千万円 　業務活動収支の黒字分を、大きな資
金が必要となる公共施設整備に充てて
いることが分かります。

期末（令和元年度末）資金残高 41億 １千万円

令和元年度資金収支 ２千万円

１

２

３

③その他 ６億 １千万円 負債合計 746億

７千万円

＋６千万円（令和元年度末歳計外現金残高）
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連結行政コスト計算書が表すもの

経常費用

業務費用 連結行政コスト計算書から分かること

①人件費

②物件費等

③その他の業務費用

移転費用

経常収益

使用料及び手数料

その他

臨時損失

臨時利益

連結純資産変動計算書が表すもの

純行政コスト 連結純資産変動計算書から分かること

行政コスト計算書の純行政コスト（▲）

財源

地方税、地方交付税、国県補助金など

その他

連結行政コスト計算書

　連結行政コスト計算書は、企業でいう損益計算書に相当するもので、１年間の行政サービスのうち資産形
成につながらない、いわゆるソフト面でのサービス（地方公共団体の活動は、人的サービスや給付サービス
など、資産形成につながらない行政サービスが大きな比重を占めている。）にかかった費用を表しています。
　「経常費用」から「経常収益」を差し引いた「純経常行政コスト」は、276億３千万円でした。さらに、「臨時損
失」を加え「臨時利益」を差し引いた「純行政コスト」は、275億７千万円でした。

１ 304億 ４千万円

39億 ３千万円 　業務費用の構成比率は、人件費が29.3％、物
件費等が65.1％、その他の業務費用が5.6％
で、物件費等の割合が最も高いです。
　移転費用は、扶助費などの社会保障給付や、
補助金、他会計繰出金が主な内容で、経常費
用の55.9％を占めています。

【市民１人当たりの行政サービス提供費用】
　　　純行政コスト　71万１千円
　　　　　※人口：38,785人
　　　　　　　（令和元年度末住民基本台帳人口）

87億 ４千万円

（１) 134億 ３千万円

７億 ６千万円

（２) 170億 １千万円

２ 28億 １千万円

（２)

（１) 15億 ５千万円

３ ５千万円

純経常行政コスト 276億 ３千万円

４ １億 １千万円

12億 ６千万円

275億 ７千万円純行政コスト（上記の１-２+３-４）

連結純資産変動計算書

期首（平成30年度末）純資産残高 406億 ６千万円

▲275億 ７千万円

　連結純資産変動計算書は、純資産（資産合計から負債合計を引いた残り）が、令和元年度中にどのように
増減したのかを表しています。

令和元年度純資産変動額 ６億 ９千万円

期末（令和元年度末）純資産残高 413億 ５千万円

　平成30年度末の純資産残高406億６
千万円に対して、純資産が６億９千万円
増加し、令和元年度末の純資産残高が
413億５千万円となりました。

290億 ９千万円

▲８億 ３千万円
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４　連結財務書類４表から分かること

千円

　有形固定資産のうち償却資産の取得価額等に対する減価償却累計額の割合を表し、耐用年数に
対して資産の取得からどの程度経過しているのかを把握することができます。

純資産比率 ＝
純資産

＝ 35.6%資産

有形固定資産減価償却率
（資産老朽化比率）

＝
減価償却累計額

＝ 40.3%有形固定資産合計 － 土地 ＋ 減価償却累計額

　企業会計の「自己資本比率」に相当するもので、資産のうち償還義務のない純資産がどれくらいの
割合かを表し、この比率が高いほど負債（将来世代の負担）の割合が少ないことになりますが、現在
までの世代と将来世代との負担のバランスを取ることも必要となります。

将来世代負担比率 ＝ ＝

　社会資本等について将来の償還等が必要な負債による形成割合を表し、社会資本等形成に係る
将来世代の比重を把握することができます。

39.1%公共資産（有形・無形固定資産合計）

地方債残高
（臨時財政対策債、減税補てん債を除く）

　税収等に対する純経常行政コストの割合を表し、この比率が高いほど資産形成の余裕度が低いと
いえます。

　基礎的財政収支（プライマリーバランス）が黒字であったことは、借金なしで行政サービスに必要な資金
を調達できたことを表し、令和元年度はおおむね健全な行財政運営が行えたと評価できます。

　また、行政コスト対税収等比率は前年度（H30：95.1％）から引き続き100％以内に収まり、純経常行政
コストを税収等で賄えた結果となりましたが、行政サービスに係る経費は増加傾向にあり、令和２年度が
普通交付税の合併特例措置の最終年度となったことから、今後は一般財源の確保および更なる予算の
効率的な執行に留意しなければなりません。

　有形固定資産減価償却率（資産老朽化比率）は連結会計では40.3％ですが、一般会計等のみでは
60.2％であり公共施設等の固定資産の老朽化は進行しているといえます。今後、公共施設等の修繕費
用が多くなることが予想されることから、米原市公共施設等総合管理計画を基に、施設の統廃合や長寿
命化など計画的かつ効率的な予算配分と資産の有効活用を進める必要があります。

1,817,836
　市債の借入や償還を除いた資金の収支を表し、この収支が黒字であると、行政サービスに必要な
資金を借金なしで賄えていることになります。

行政コスト対税収等比率 ＝
純経常行政コスト

＝ 95.0%税収等

基礎的財政収支
（ﾌﾟﾗｲﾏﾘｰﾊﾞﾗﾝｽ）

＝
業務活動収支

（支払利息支出を除く。）
＋

投資活動収支
（基金積立金支出、基

金取崩収入を除く）

＝

資産形成度

世代間公平性

持続可能性

弾力性
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【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）
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【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
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【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
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【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
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【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）
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【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
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【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
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【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
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【様式第1号】

自治体名：米原市

会計：連結会計 （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 108,700,216   固定負債 69,851,439

    有形固定資産 91,461,682     地方債等 41,394,639

      事業用資産 30,762,506     長期未払金 -

        土地 11,765,561     退職手当引当金 3,846,312

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 -     その他 24,610,489

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 4,804,727

        建物 39,298,251     １年内償還予定地方債等 3,819,439

        建物減価償却累計額 -22,580,092     未払金 511,940

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 1,683,993     前受金 84

        工作物減価償却累計額 -933,024     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 348,817

        船舶 -     預り金 63,121

        船舶減価償却累計額 -     その他 61,326

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 74,656,167

        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 111,552,525

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -70,198,241

        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 1,394,740

      インフラ資産 57,993,473

        土地 2,909,201

        土地減損損失累計額 -

        建物 1,163,961

        建物減価償却累計額 -308,325

        建物減損損失累計額 -

        工作物 78,180,573

        工作物減価償却累計額 -24,650,321

        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 698,384

      物品 7,852,546

      物品減価償却累計額 -5,146,843

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 2,602,691

      ソフトウェア 162,922

      その他 2,439,768

    投資その他の資産 14,635,843

      投資及び出資金 69,551

        有価証券 -

        出資金 69,551

        その他 -

      長期延滞債権 422,057

      長期貸付金 224,122

      基金 13,953,571

        減債基金 3,963,037

        その他 9,990,535

      その他 -

      徴収不能引当金 -33,458

  流動資産 7,310,235

    現金預金 4,167,276

    未収金 280,549

    短期貸付金 13,262

    基金 2,839,047

      財政調整基金 2,839,047

      減債基金 -

    棚卸資産 10,795

    その他 4,503

    徴収不能引当金 -5,197

  繰延資産 - 純資産合計 41,354,285

資産合計 116,010,451 負債及び純資産合計 116,010,451

連結貸借対照表
（令和2年3月31日現在）
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【様式第2号】

自治体名：米原市

会計：連結会計 （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 30,440,331

    業務費用 13,427,460

      人件費 3,927,924

        職員給与費 3,216,330

        賞与等引当金繰入額 341,876

        退職手当引当金繰入額 59,977

        その他 309,740

      物件費等 8,744,918

        物件費 4,703,514

        維持補修費 432,624

        減価償却費 3,608,738

        その他 42

      その他の業務費用 754,618

        支払利息 537,532

        徴収不能引当金繰入額 12,375

        その他 204,711

    移転費用 17,012,871

      補助金等 14,386,411

      社会保障給付 2,602,087

      その他 24,372

  経常収益 2,811,132

    使用料及び手数料 1,551,792

    その他 1,259,341

純経常行政コスト 27,629,198

  臨時損失 45,571

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 36,379

    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 27,565,995
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【様式第3号】

自治体名：米原市

会計：連結会計 （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 40,660,334 111,934,560 -71,274,226 -

  純行政コスト（△） -27,565,995 -27,565,995 -

  財源 29,092,634 29,092,634 -

    税収等 19,046,051 19,046,051 -

    国県等補助金 10,046,583 10,046,583 -

  本年度差額 1,526,639 1,526,639 -

  固定資産等の変動（内部変動） -150,922 150,922

    有形固定資産等の増加 3,871,806 -3,871,806

    有形固定資産等の減少 -4,262,197 4,262,197

    貸付金・基金等の増加 806,118 -806,118

    貸付金・基金等の減少 -566,649 566,649

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -7,992 -7,992

  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 -238,243 -218,112 -20,131 -

  その他 -586,453 -5,009 -581,444

  本年度純資産変動額 693,950 -382,035 1,075,985 -

本年度末純資産残高 41,354,285 111,552,525 -70,198,241 -

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
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【様式第4号】

自治体名：米原市

会計：連結会計 （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 26,621,218

    業務費用支出 9,608,195

      人件費支出 3,809,174

      物件費等支出 5,090,865

      支払利息支出 537,532

      その他の支出 170,623

    移転費用支出 17,013,023

      補助金等支出 14,386,411

      社会保障給付支出 2,602,087

      その他の支出 24,525

  業務収入 30,447,103

    税収等収入 18,654,510

    国県等補助金収入 9,066,713

    使用料及び手数料収入 1,538,901

    その他の収入 1,186,978

  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 3,821,166

【投資活動収支】

  投資活動支出 3,971,692

    公共施設等整備費支出 3,287,769

    基金積立金支出 675,510

    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 1,219,174

    国県等補助金収入 628,324

    基金取崩収入 463,853

    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 -2,752,519

【財務活動収支】

  財務活動支出 4,229,121

    地方債等償還支出 4,180,631

    その他の支出 48,490

  財務活動収入 3,176,772

    地方債等発行収入 3,176,772

    その他の収入 -

前年度末歳計外現金残高 64,886

本年度歳計外現金増減額 -3,103

本年度末歳計外現金残高 61,783

本年度末現金預金残高 4,167,276

財務活動収支 -1,052,349

本年度資金収支額 16,298

前年度末資金残高 4,115,043

比例連結割合変更に伴う差額 -25,847

本年度末資金残高 4,105,493
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参　考

有形固定資産
減価償却率

（％）

純資産比率
（％）

将来世代負担比率
（％）

基礎的財政収支
（百万円）

住民一人当たり
行政コスト

（万円）

米原市 58.8 52.0 36.7 311 42.0

類似団体平均値 59.9 70.5 17.7 ▲ 98.0 40.6

大津市 60.1 73.8 12.8 2,946 29.1

彦根市 55.0 65.5 15.8 ▲ 1,226 33.5

長浜市 57.4 80.2 11.3 ▲ 96 42.7

近江八幡市 54.6 75.9 11.8 855 32.7

草津市 50.1 77.4 14.0 595 29.0

守山市 56.7 76.4 10.9 99 27.6

栗東市 57.0 53.5 39.2 1,432 26.8

甲賀市 55.5 72.1 14.9 ▲ 1,897 36.2

野洲市 49.3 53.9 23.3 492 31.0

湖南市 60.2 47.7 31.6 717 31.2

高島市 62.4 64.2 16.9 ▲ 1,781 52.4

東近江市 51.4 64.6 21.4 199 34.9

平成30年度　統一的な基準による財務書類に関する情報

「一般会計等」に係る指標　類似団体平均値との比較および県内各市との比較資料
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