
【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 103,931,682   固定負債 69,030,702

    有形固定資産 87,771,236     地方債等 41,496,343

      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

        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 24,274,845

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 4,432,590

        建物 36,108,671     １年内償還予定地方債等 3,683,735

        建物減価償却累計額 -20,155,386     未払金 396,676

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 1,648,113     前受金 1

        工作物減価償却累計額 -884,024     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 239,899

        船舶 -     預り金 64,642

        船舶減価償却累計額 -     その他 47,636

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 73,463,292

        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 106,713,662

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -69,676,101

        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 95,088

      インフラ資産 57,094,593

        土地 2,651,009

        土地減損損失累計額 -

        建物 1,087,472

        建物減価償却累計額 -238,042

        建物減損損失累計額 -

        工作物 74,666,722

        工作物減価償却累計額 -21,397,243

        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 324,674

      物品 5,264,637

      物品減価償却累計額 -2,901,655

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 2,650,976

      ソフトウェア 181,242

      その他 2,469,733

    投資その他の資産 13,509,470

      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 443,247

      長期貸付金 237,384

      基金 12,784,517

        減債基金 3,896,663

        その他 8,887,854

      その他 -

      徴収不能引当金 -33,430

  流動資産 6,569,171

    現金預金 3,526,444

    未収金 258,187

    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 6,439

    その他 -

    徴収不能引当金 -3,878

  繰延資産 - 純資産合計 37,037,560

資産合計 110,500,852 負債及び純資産合計 110,500,852

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：全体会計 （単位：千円）

    資産売却益 3,876

    その他 -

純行政コスト 23,510,066

    損失補償等引当金繰入額 280

    その他 9,180

  臨時利益 3,876

  臨時損失 86,538

    災害復旧事業費 76,285

    資産除売却損 793

    使用料及び手数料 1,325,825

    その他 860,151

純経常行政コスト 23,427,404

      社会保障給付 2,427,168

      その他 32,203

  経常収益 2,185,977

        その他 285,537

    移転費用 13,334,192

      補助金等 10,874,821

      その他の業務費用 869,907

        支払利息 576,741

        徴収不能引当金繰入額 7,630

        維持補修費 568,407

        減価償却費 3,299,860

        その他 645

        その他 233,102

      物件費等 8,264,529

        物件費 4,395,617

        職員給与費 2,677,709

        賞与等引当金繰入額 233,941

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 25,613,380

    業務費用 12,279,188

      人件費 3,144,752

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：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 36,596,520 108,052,406 -71,455,886 -

  純行政コスト（△） -23,510,066 -23,510,066 -

  財源 24,121,699 24,121,699 -

    税収等 16,550,773 16,550,773 -

    国県等補助金 7,570,927 7,570,927 -

  本年度差額 611,633 611,633 -

  固定資産等の変動（内部変動） -1,351,562 1,351,562

    有形固定資産等の増加 1,589,666 -1,589,666

    有形固定資産等の減少 -3,401,875 3,401,875

    貸付金・基金等の増加 721,256 -721,256

    貸付金・基金等の減少 -260,610 260,610

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -28,003 -28,003

  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 -142,590 40,821 -183,411

  本年度純資産変動額 441,040 -1,338,744 1,779,785 -

本年度末純資産残高 37,037,560 106,713,662 -69,676,101 -

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：全体会計 （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 3,526,444

財務活動収支 -1,012,621

本年度資金収支額 -42,935

前年度末資金残高 3,504,737

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 3,461,802

    地方債等償還支出 3,910,850

    その他の支出 48,198

  財務活動収入 2,946,427

    地方債等発行収入 2,946,427

    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 -1,564,020

【財務活動収支】

  財務活動支出 3,959,048

    その他の支出 -

  投資活動収入 743,886

    国県等補助金収入 557,686

    基金取崩収入 123,197

    貸付金元金回収収入 20,969

  投資活動支出 2,307,907

    公共施設等整備費支出 1,671,112

    基金積立金支出 619,888

    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 6,420

  臨時収入 16,574

業務活動収支 2,533,706

【投資活動収支】

    税収等収入 16,152,454

    国県等補助金収入 6,587,799

    使用料及び手数料収入 1,222,381

    その他の収入 716,423

  臨時支出 82,705

    移転費用支出 13,334,192

      補助金等支出 10,874,821

      社会保障給付支出 2,427,168

      その他の支出 32,203

  業務収入 24,679,056

    業務費用支出 8,745,027

      人件費支出 3,127,366

      物件費等支出 4,746,743

      支払利息支出 576,741

      その他の支出 294,177

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 22,079,219


