
【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 109,075,458   固定負債 71,110,247

    有形固定資産 91,985,301     地方債等 42,439,467

      事業用資産 30,239,766     長期未払金 -

        土地 11,885,471     退職手当引当金 3,788,803

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 18,627

        立木竹 -     その他 24,863,350

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 4,635,014

        建物 39,174,177     １年内償還予定地方債等 3,783,569

        建物減価償却累計額 -21,866,804     未払金 417,786

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 1,651,966     前受金 964

        工作物減価償却累計額 -885,387     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 286,875

        船舶 -     預り金 65,982

        船舶減価償却累計額 -     その他 79,839

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 75,745,261

        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 111,934,560

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -71,274,226

        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 176,953

        その他減価償却累計額 -31,358

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 134,748

      インフラ資産 58,672,768

        土地 2,775,597

        土地減損損失累計額 -

        建物 1,164,315

        建物減価償却累計額 -279,909

        建物減損損失累計額 -

        工作物 77,509,485

        工作物減価償却累計額 -22,821,944

        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 325,223

      物品 8,014,585

      物品減価償却累計額 -4,941,819

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 2,668,501

      ソフトウェア 198,536

      その他 2,469,965

    投資その他の資産 14,421,657

      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 444,690

      長期貸付金 237,384

      基金 13,703,462

        減債基金 3,896,663

        その他 9,806,798

      その他 -

      徴収不能引当金 -33,430

  流動資産 7,330,137

    現金預金 4,179,928

    未収金 280,168

    短期貸付金 15,062

    基金 2,844,040

      財政調整基金 2,844,040

      減債基金 -

    棚卸資産 12,167

    その他 2,706

    徴収不能引当金 -3,935

  繰延資産 - 純資産合計 40,660,334

資産合計 116,405,595 負債及び純資産合計 116,405,595

連結貸借対照表
（平成31年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：米原市

会計：連結会計 （単位：千円）

    資産売却益 3,876

    その他 282

純行政コスト 27,319,781

    損失補償等引当金繰入額 280

    その他 9,202

  臨時利益 4,158

  臨時損失 109,407

    災害復旧事業費 76,285

    資産除売却損 23,640

    使用料及び手数料 1,607,634

    その他 1,611,305

純経常行政コスト 27,214,532

      社会保障給付 2,428,580

      その他 39,158

  経常収益 3,218,939

        その他 292,302

    移転費用 16,646,489

      補助金等 14,178,751

      その他の業務費用 897,562

        支払利息 597,473

        徴収不能引当金繰入額 7,787

        維持補修費 676,219

        減価償却費 3,491,318

        その他 648

        その他 252,208

      物件費等 9,107,340

        物件費 4,939,154

        職員給与費 3,243,021

        賞与等引当金繰入額 279,364

        退職手当引当金繰入額 7,487

  経常費用 30,433,471

    業務費用 13,786,981

      人件費 3,782,080

連結行政コスト計算書
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：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 39,390,324 112,597,002 -73,206,678 -

  純行政コスト（△） -27,319,781 -27,319,781 -

  財源 28,612,243 28,612,243 -

    税収等 18,878,117 18,878,117 -

    国県等補助金 9,734,127 9,734,127 -

  本年度差額 1,292,462 1,292,462 -

  固定資産等の変動（内部変動） -804,853 804,853

    有形固定資産等の増加 2,154,802 -2,154,802

    有形固定資産等の減少 -3,632,174 3,632,174

    貸付金・基金等の増加 989,999 -989,999

    貸付金・基金等の減少 -317,481 317,481

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -27,037 -27,037

  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 135,456 127,688 7,768 -

  その他 -130,871 41,761 -172,632

  本年度純資産変動額 1,270,010 -662,442 1,932,452 -

本年度末純資産残高 40,660,334 111,934,560 -71,274,226 -

連結純資産変動計算書
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：連結会計 （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 72,154

本年度歳計外現金増減額 -7,268

本年度末歳計外現金残高 64,886

本年度末現金預金残高 4,179,928

財務活動収支 -1,099,276

本年度資金収支額 -3,583

前年度末資金残高 4,101,659

比例連結割合変更に伴う差額 16,966

本年度末資金残高 4,115,043

    地方債等償還支出 4,014,969

    その他の支出 48,560

  財務活動収入 2,964,253

    地方債等発行収入 2,964,253

    その他の収入 -

    資産売却収入 44,473

    その他の収入 -2,438

投資活動収支 -2,042,171

【財務活動収支】

  財務活動支出 4,063,529

    その他の支出 -

  投資活動収入 823,352

    国県等補助金収入 564,243

    基金取崩収入 196,106

    貸付金元金回収収入 20,969

  投資活動支出 2,865,523

    公共施設等整備費支出 2,208,201

    基金積立金支出 640,415

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 16,907

    災害復旧事業費支出 76,285

    その他の支出 6,658

  臨時収入 16,574

業務活動収支 3,137,864

【投資活動収支】

    税収等収入 18,457,370

    国県等補助金収入 8,745,706

    使用料及び手数料収入 1,502,820

    その他の収入 1,199,650

  臨時支出 82,943

    移転費用支出 16,645,783

      補助金等支出 14,178,751

      社会保障給付支出 2,428,580

      その他の支出 38,452

  業務収入 29,905,546

    業務費用支出 10,055,530

      人件費支出 3,789,883

      物件費等支出 5,366,047

      支払利息支出 597,473

      その他の支出 302,126

連結資金収支計算書
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 26,701,313


