
【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 112,079,963   固定負債 71,530,009

    有形固定資産 95,007,288     地方債等 43,236,492

      事業用資産 34,322,749     長期未払金 51,126

        土地 11,909,845     退職手当引当金 3,836,317

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 -     その他 24,406,075

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 5,494,341

        建物 44,645,807     １年内償還予定地方債等 3,898,153

        建物減価償却累計額 -23,688,366     未払金 1,152,082

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 2,014,687     前受金 78

        工作物減価償却累計額 -982,629     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 327,053

        船舶 -     預り金 76,984

        船舶減価償却累計額 -     その他 39,991

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 77,024,350

        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 114,944,372

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -72,171,495

        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 264,937

      インフラ資産 57,367,192

        土地 2,965,711

        土地減損損失累計額 -

        建物 1,246,941

        建物減価償却累計額 -332,769

        建物減損損失累計額 -

        工作物 79,721,240

        工作物減価償却累計額 -26,518,006

        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 284,074

      物品 8,884,972

      物品減価償却累計額 -5,567,624

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 2,669,944

      ソフトウェア 231,254

      その他 2,438,690

    投資その他の資産 14,402,731

      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 401,771

      長期貸付金 244,110

      基金 13,721,439

        減債基金 3,983,190

        その他 9,738,248

      その他 -

      徴収不能引当金 -34,140

  流動資産 7,717,263

    現金預金 4,310,511

    未収金 533,132

    短期貸付金 15,012

    基金 2,849,397

      財政調整基金 2,849,397

      減債基金 -

    棚卸資産 9,912

    その他 11,520

    徴収不能引当金 -12,220

  繰延資産 - 純資産合計 42,772,876

資産合計 119,797,226 負債及び純資産合計 119,797,226

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：連結会計 （単位：千円）

    資産売却益 11,144

    その他 83,911

純行政コスト 34,061,322

    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 7,527

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 6,657

    使用料及び手数料 1,524,837

    その他 1,077,880

純経常行政コスト 34,148,849

      社会保障給付 2,690,687

      その他 26,757

  経常収益 2,602,717

        その他 180,794

    移転費用 22,313,809

      補助金等 19,596,365

      その他の業務費用 688,403

        支払利息 484,295

        徴収不能引当金繰入額 23,314

        維持補修費 715,358

        減価償却費 3,598,232

        その他 55

        その他 637,249

      物件費等 9,241,022

        物件費 4,927,376

        職員給与費 3,542,840

        賞与等引当金繰入額 319,315

        退職手当引当金繰入額 8,928

  経常費用 36,751,567

    業務費用 14,437,757

      人件費 4,508,332

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：連結会計 （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 41,354,285 111,552,525 -70,198,241 -

  純行政コスト（△） -34,061,322 -34,061,322 -

  財源 35,878,381 35,878,381 -

    税収等 20,268,007 20,268,007 -

    国県等補助金 15,610,374 15,610,374 -

  本年度差額 1,817,060 1,817,060 -

  固定資産等の変動（内部変動） 3,172,508 -3,172,508

    有形固定資産等の増加 7,020,919 -7,020,919

    有形固定資産等の減少 -3,615,315 3,615,315

    貸付金・基金等の増加 634,614 -634,614

    貸付金・基金等の減少 -867,710 867,710

  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 194,735 197,750 -3,015 -

  その他 -617,761 -2,970 -614,791

  本年度純資産変動額 1,418,592 3,391,846 -1,973,255 -

本年度末純資産残高 42,772,876 114,944,372 -72,171,495 -

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：連結会計 （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 61,783

本年度歳計外現金増減額 13,697

本年度末歳計外現金残高 75,479

本年度末現金預金残高 4,310,511

財務活動収支 1,880,515

本年度資金収支額 115,464

前年度末資金残高 4,105,493

比例連結割合変更に伴う差額 14,074

本年度末資金残高 4,235,032

    地方債等償還支出 4,188,792

    その他の支出 28,570

  財務活動収入 6,097,877

    地方債等発行収入 6,097,877

    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 -5,142,069

【財務活動収支】

  財務活動支出 4,217,362

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,713,981

    国県等補助金収入 995,760

    基金取崩収入 684,999

    貸付金元金回収収入 20,247

  投資活動支出 6,856,051

    公共施設等整備費支出 6,308,640

    基金積立金支出 505,426

    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 3,377,019

【投資活動収支】

    税収等収入 19,538,680

    国県等補助金収入 14,287,487

    使用料及び手数料収入 1,507,502

    その他の収入 1,032,201

  臨時支出 -

    移転費用支出 22,295,780

      補助金等支出 19,596,350

      社会保障給付支出 2,690,687

      その他の支出 8,743

  業務収入 36,365,870

    業務費用支出 10,775,219

      人件費支出 4,479,861

      物件費等支出 5,628,272

      支払利息支出 484,295

      その他の支出 182,790

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 33,070,999


