
【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 53,230,307   固定負債 25,232,307

    有形固定資産 40,126,780     地方債 21,943,086

      事業用資産 28,313,661     長期未払金 -

        土地 11,355,604     退職手当引当金 3,240,887

        立木竹 -     損失補償等引当金 18,627

        建物 36,108,671     その他 29,707

        建物減価償却累計額 -20,155,386   流動負債 2,150,381

        工作物 1,648,113     １年内償還予定地方債 1,815,687

        工作物減価償却累計額 -884,024     未払金 77

        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 225,300

        航空機 -     預り金 64,642

        航空機減価償却累計額 -     その他 44,675

        その他 176,953 負債合計 27,382,688

        その他減価償却累計額 -31,358 【純資産の部】

        建設仮勘定 95,088   固定資産等形成分 56,012,287

      インフラ資産 10,880,077   余剰分（不足分） -26,400,844

        土地 2,163,047

        建物 130,241

        建物減価償却累計額 -115,617

        工作物 23,671,261

        工作物減価償却累計額 -15,103,774

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 134,918

      物品 2,341,839

      物品減価償却累計額 -1,408,798

    無形固定資産 181,242

      ソフトウェア 181,242

      その他 -

    投資その他の資産 12,922,284

      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 261,674

      長期貸付金 237,384

      基金 12,234,848

        減債基金 3,896,663

        その他 8,338,184

      その他 -

      徴収不能引当金 -29,411

  流動資産 3,763,824

    現金預金 944,612

    未収金 37,890

    短期貸付金 15,062

    基金 2,766,918

      財政調整基金 2,766,918

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -658 純資産合計 29,611,443

資産合計 56,994,131 負債及び純資産合計 56,994,131

貸借対照表
（平成31年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：米原市

会計：一般会計等 （単位：千円）

    その他 -

純行政コスト 16,492,781

    その他 2,626

  臨時利益 3,876

    資産売却益 3,876

    資産除売却損 793

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 280

純経常行政コスト 16,416,672

  臨時損失 79,985

    災害復旧事業費 76,285

  経常収益 950,313

    使用料及び手数料 172,367

    その他 777,946

      社会保障給付 2,426,449

      他会計への繰出金 849,484

      その他 32,116

        その他 122,753

    移転費用 8,254,072

      補助金等 4,946,023

      その他の業務費用 307,719

        支払利息 183,805

        徴収不能引当金繰入額 1,161

        維持補修費 524,348

        減価償却費 1,583,964

        その他 645

        その他 207,288

      物件費等 5,791,545

        物件費 3,682,588

        職員給与費 2,581,061

        賞与等引当金繰入額 225,300

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 17,366,985

    業務費用 9,112,913

      人件費 3,013,649

行政コスト計算書
自　平成30年4月1日
至　平成31年3月31日

科目名 金額



【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 30,528,757 56,069,339 -25,540,582

  純行政コスト（△） -16,492,781 -16,492,781

  財源 16,455,277 16,455,277

    税収等 13,241,099 13,241,099

    国県等補助金 3,214,179 3,214,179

  本年度差額 -37,504 -37,504

  固定資産等の変動（内部変動） -48,517 48,517

    有形固定資産等の増加 1,317,617 -1,317,617

    有形固定資産等の減少 -1,675,827 1,675,827

    貸付金・基金等の増加 519,323 -519,323

    貸付金・基金等の減少 -209,629 209,629

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -49,854 -49,854

  その他 -829,957 41,319 -871,276

  本年度純資産変動額 -917,315 -57,052 -860,263

本年度末純資産残高 29,611,443 56,012,287 -26,400,844

純資産変動計算書
自　平成30年4月1日
至　平成31年3月31日



【様式第4号】

自治体名：米原市

会計：一般会計等 （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 72,077

本年度歳計外現金増減額 -7,435

本年度末歳計外現金残高 64,642

本年度末現金預金残高 944,612

    その他の収入 -

財務活動収支 264,048

本年度資金収支額 56,517

前年度末資金残高 823,452

本年度末資金残高 879,970

  財務活動支出 2,116,579

    地方債償還支出 2,068,872

    その他の支出 47,708

  財務活動収入 2,380,627

    地方債発行収入 2,380,627

    貸付金元金回収収入 20,969

    資産売却収入 44,473

    その他の収入 -

投資活動収支 -1,162,882

【財務活動収支】

    貸付金支出 16,907

    その他の支出 -

  投資活動収入 698,956

    国県等補助金収入 510,318

    基金取崩収入 123,197

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,861,838

    公共施設等整備費支出 1,387,143

    基金積立金支出 457,788

    投資及び出資金支出 -

  臨時支出 76,285

    災害復旧事業費支出 76,285

    その他の支出 -

  臨時収入 16,574

業務活動収支 955,352

  業務収入 16,655,342

    税収等収入 13,263,405

    国県等補助金収入 2,687,287

    使用料及び手数料収入 169,969

    その他の収入 534,681

    移転費用支出 8,254,072

      補助金等支出 4,946,023

      社会保障給付支出 2,426,449

      他会計への繰出支出 849,484

      その他の支出 32,116

    業務費用支出 7,386,207

      人件費支出 3,001,204

      物件費等支出 4,091,048

      支払利息支出 183,805

      その他の支出 110,150

資金収支計算書
自　平成30年4月1日
至　平成31年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 15,640,279


