
【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）



【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



【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



【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


