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１　地方公会計制度の概要

　市役所における予算・決算に係る会計制度は、予算の適正かつ確実な執行を図るという観点か

ら、単式簿記による現金主義会計を採用しています。

　しかし、単式簿記では把握できない資産・負債のストック情報や、減価償却等の見えにくいコスト

があるため、地方公会計制度では、財政の透明性を高め、説明責任をより適切に図る観点から、

複式簿記による発生主義会計の考え方を取り入れて作成した決算書を「連結財務書類」として公

表します。この財務書類の作成に当たっては、総務省が示す統一的な基準に基づいています。

　

→ → ストック情報（資産・負債）の把握

→

　固定資産台帳を整備せず、決算統
計データの普通建設事業費と区分さ
れた経費を基に、資産の取得価額を
推定していました。

　固定資産台帳を整備し、個々の資
産の取得価額、耐用年数等を管理し
ています。

固定資産台帳の整備

　総務省方式改訂モデル、基準モデ
ル、東京都モデル等の作成基準が混
在し、団体間の比較が困難でした。

　基準の統一により、団体間の比較が
可能となりました。
【参考資料19ページ】

比較可能性の確保

導入後統一的な基準 導入前

　決算統計データを活用し、簡易的に
財務書類を作成していました。

　個々の取引ごと（１伝票ごと）に複式
簿記による記帳を行い、財務書類を
作成しています。

複式簿記の導入

地方公会計制度

　企業会計の考え方を取り入れた財務書類
の整備

見えにくいコスト（減価償却費、引当金
等）の把握

現行の官庁会計制度

　現金の収入・支出という事実に基づく会計
処理

予算の適正・確実な執行

地方公会計制度について

地方公会計制度の位置付け

「統一的な基準」の特徴

補完
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２　財務書類４表の概要

[業務活動収支] 日常の行政活動に係る資金収支を表しています。
[投資活動収支] 公共設備等の整備、貸付金・基金等に係る資金収支を
　　　　　　　　　　 表しています。
[財務活動収支] 地方債の発行、償還等に係る資金収支を表しています。

純資産は増加しているのか、減少しているのか？

　貸借対照表の「純資産」が、１年間にどのような要因で増減したかを表したも
のです。なお、純資産は「固定資産等形成分」および「余剰分（不足分）」に区分
され、純資産が「モノ（固定資産等形成分）」として残されたのか、「金銭（余剰分
（不足分））」として残されたのかを表しています。

純資産変動計算書

将来世代に引き継ぐ資産の内容、老朽度は？
将来世代への負担先送りとなる地方債残高は？
将来世代と現在までの世代との負担割合は？

　【視点】
経常的な行政サービスにかかった費用は？
受益者負担によってどの程度のコストが賄われたか？
コストの内訳は？

資金収支計算書 　行政活動に伴う資金の利用状況と資金獲得能力を表したものです。

　【視点】

　【視点】

行政コスト計算書 　１年度の行政活動において、資産形成にならないような行政サービスに要し
た費用（行政コスト）から、その行政サービスの対価として徴収した収益（使用
料・手数料等）を差し引いたものです。

貸借対照表 　市が行政サービスを提供するために保有している資産と、その資産の形成を
どのような財源で賄ってきたかを左右で対照表示したものです。

　【視点】

財務書類４表とは

資　産

負　債

純資産

使う資産
（例：インフラ資産、施設）

将来の行政サービス
提供能力を有するもの

売れる資産、回収する資産
（例：売却予定土地、

貸付金、未収の地方税）

将来の資金流入を
もたらすもの

将来世代の負担
（例：地方債、

将来支払退職金）

過去又は現世代の負担
（例：国・県補助金、

地方税）

財産 財源
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一般会計
駐車場事業特別会計

公営事業会計
国民健康保険事業特別会計
介護保険事業特別会計
後期高齢者医療事業特別会計
水道事業会計
下水道事業会計

一部事務組合・広域連合
滋賀県市町村職員退職手当組合
彦根市、米原市山林組合
長浜水道企業団
湖北広域行政事務センター
滋賀県市町村職員研修センター
湖北地域消防組合
滋賀県後期高齢者医療広域連合

地方公社、第３セクター等
伊吹山麓まいばらスポーツ文化振興事業団

連結

市全体会計

一般会計等

財務書類の対象範囲
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３　連結財務書類４表

連結貸借対照表が表すもの

退職手当引当金

１年内償還予定地方債等

７千万円

　　　　円

連結貸借対照表から分かること

連結資金収支計算書

連結資金収支計算書が表すもの

業務活動収支

市税、地方交付税、国県補助金など

社会保障給付、人件費など

投資活動収支

国県補助金、基金繰入金など

公共施設整備費、基金積立金など

財務活動収支

市債など

市債償還など

連結資金収支計算書から分かること

　　　　円

比例連結割合変更に伴う差額 １千万円 　業務活動収支の黒字分を、大きな資金
が必要となる公共施設整備に充ててい
ることが分かります。

期末（令和２年度末）資金残高 42億 ４千万円

令和２年度資金収支 １億 ２千万円

１

２

３

③その他 ６億 １千万円 負債合計 770億

８千万円

▲51億 ４千万円

　連結資金収支計算書は、１年間の現
金収入と支出がどのような要因で増減し
たのかを表しています。
　業務活動（行政サービスを提供する業
務）、投資活動（公共施設などの資産形
成）、財務活動（市債発行や市債償還な
ど）の３つに分類しています。
　令和２年度の資金収支は１億２千万円
となり、現金預金の令和２年度末残高は
42億４千万円となりました。

33億 ８千万円

18億 ８千万円

期首（令和元年度末）資金残高 41億 １千万円

　負債（将来世代の負担）のうち、地方債等の一部または全部が後年度の交付税の基準財政需要額に算入さ
れます。

　【市民１人当たりの負債額】 200万 ３千円 （うち地方債等　 112万４千円）

※人口：38,455人（令和２年度末住民基本台帳人口）

資産合計 1,198億 　　　　円 負債及び純資産合計 1,198億 　　　　円

　【市民１人当たりの資産額】 311万 ５千円 （うち固定資産　 291万５千円）

（４) その他 ３千万円

７千万円
（３) 基金 28億 ５千万円

（２) 未収金 ５億 ３千万円
純資産合計 427億

（１) 現金預金 43億 １千万円

２ 流動資産 77億 ２千万円 純資産の部（現在までの世代が負担した金額）

預り金

３千万円

５千万円

②基金 137億 ２千万円 （５)

①投資及び出資金 ７千万円 （４)

その他 ４千万円

（２) 無形固定資産 26億 （２) 未払金

賞与等引当金 ３億

11億

④物品減価償却累計額 ▲55億 ７千万円 （１) 39億

（３) 投資その他の資産 144億 （３)

③物品 88億 ９千万円 ２ 流動負債 55億

②インフラ資産 573億 ７千万円 （３) その他

①事業用資産 343億 ２千万円 （２) 38億

地方債等 432億 ４千万円（１) 有形固定資産 950億 １千万円 （１)

４千万円

244億

715億 ３千万円

５千万円

　　　　円

３千万円

１ 固定資産 1,120億 ８千万円 １ 固定負債

連結貸借対照表

　連結貸借対照表は、会計年度末における「資産」や「負債」などの残高（ストック情報）を表しています。
　表左側の「資産」は、庁舎や学校、道路などの固定資産や、現金預金、基金などの残高を表しており、合計で
1,198億円の資産（財産）を保有していることになります。
　表右側には、市債など将来世代が負担する「負債」が770億３千万円あり、「資産」から「負債」を差し引いた
427億７千万円が「純資産」となります。

資産の部（保有している財産） 負債の部（将来世代が負担する金額）

＋７千万円（令和２年度末歳計外現金残高）
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連結行政コスト計算書が表すもの

経常費用

業務費用 連結行政コスト計算書から分かること

①人件費

②物件費等

③その他の業務費用

移転費用

経常収益

使用料及び手数料

その他

臨時損失

臨時利益

連結純資産変動計算書が表すもの

純行政コスト 連結純資産変動計算書から分かること

行政コスト計算書の純行政コスト（▲）

財源

地方税、地方交付税、国県補助金など

その他

令和２年度純資産変動額 14億 ２千万円

期末（令和２年度末）純資産残高 427億 ７千万円

　令和元年度末の純資産残高413億５千
万円に対して、純資産が14億２千万円
増加し、令和２年度末の純資産残高が
427億７千万円となりました。

358億 ８千万円

▲４億 　　　　円

期首（令和元年度末）純資産残高 413億 ５千万円

▲340億 ６千万円

　連結純資産変動計算書は、純資産（資産合計から負債合計を引いた残り）が、令和２年度中にどのように増
減したのかを表しています。

連結純資産変動計算書

４ １億 　　　　円

10億 ８千万円

340億 ６千万円純行政コスト（上記の１-２+３-４）

（１) 15億 ２千万円

３ １千万円

純経常行政コスト 341億 ５千万円

45億 １千万円 　業務費用の構成比率は、人件費が31.2％、物
件費等が64.0％、その他の業務費用が4.8％で、
物件費等の割合が最も高いです。
　移転費用は、扶助費などの社会保障給付や、
補助金、他会計繰出金が主な内容で、経常費用
の60.7％を占めています。

【市民１人当たりの行政サービス提供費用】
　　　純行政コスト　88万６千円
　　　　　※人口：38,455人
　　　　　　　（令和２年度末住民基本台帳人口）

92億 ４千万円

（１) 144億 ４千万円

６億 ９千万円

（２) 223億 １千万円

２ 26億 　　　　円

（２)

連結行政コスト計算書

　連結行政コスト計算書は、企業でいう損益計算書に相当するもので、１年間の行政サービスのうち資産形成
につながらない、いわゆるソフト面でのサービス（地方公共団体の活動は、人的サービスや給付サービスな
ど、資産形成につながらない行政サービスが大きな比重を占めている。）にかかった費用を表しています。
　「経常費用」から「経常収益」を差し引いた「純経常行政コスト」は、341億５千万円でした。さらに、「臨時損失」
を加え「臨時利益」を差し引いた「純行政コスト」は、340億６千万円でした。

１ 367億 ５千万円
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４　連結財務書類４表から分かること

千円

　有形固定資産のうち償却資産の取得価額等に対する減価償却累計額の割合を表し、耐用年数に対
して資産の取得からどの程度経過しているのかを把握することができます。

純資産比率 ＝
純資産

＝ 35.7%資産

有形固定資産減価償却率
（資産老朽化比率）

＝
減価償却累計額

＝ 40.4%有形固定資産合計 － 土地 ＋ 減価償却累計額

　企業会計の「自己資本比率」に相当するもので、資産のうち償還義務のない純資産がどれくらいの
割合かを表し、この比率が高いほど負債（将来世代の負担）の割合が少ないことになりますが、現在ま
での世代と将来世代との負担のバランスを取ることも必要となります。

将来世代負担比率 ＝ ＝

　社会資本等について将来の償還等が必要な負債による形成割合を表し、社会資本等形成に係る将
来世代の比重を把握することができます。

39.8%公共資産（有形・無形固定資産合計）

地方債残高
（臨時財政対策債、減税補てん債を除く）

　税収等に対する純経常行政コストの割合を表し、この比率が高いほど資産形成の余裕度が低いと
いえます。

　基礎的財政収支（プライマリーバランス）は赤字となりました。これは、庁舎整備等の大型投資事業の実
施に伴い多額の地方債を借り入れたためです。一時的に単年度が赤字であっても中長期的に見て黒字で
あれば、持続可能な財政運営であるといえます（平成27年度～令和元年度決算は黒字）。

　また、行政コスト対税収等比率は前年度（R1：95.0％）から引き続き100％以内に収まり、純経常行政コス
トを税収等で賄えた結果となりましたが、行政サービスに係る経費は増加傾向にあり、令和２年度が普通
交付税の合併特例措置の最終年度となったことから、今後は一般財源の確保および更なる予算の効率的
な執行に留意しなければなりません。

　有形固定資産減価償却率（資産老朽化比率）は連結会計では40.4％ですが、一般会計等のみでは
57.4％であり公共施設等の固定資産の老朽化は進行しているといえます。今後、公共施設等の修繕費用
が多くなることが予想されることから、米原市公共施設等総合管理計画を基に、施設の統廃合や長寿命
化など計画的かつ効率的な予算配分と資産の有効活用を進める必要があります。

-1,460,329
　市債の借入や償還を除いた資金の収支を表し、この収支が黒字であると、行政サービスに必要な資
金を借金なしで賄えていることになります。

行政コスト対税収等比率 ＝
純経常行政コスト

＝ 95.2%税収等

基礎的財政収支
（ﾌﾟﾗｲﾏﾘｰﾊﾞﾗﾝｽ）

＝
業務活動収支

（支払利息支出を除く。）
＋

投資活動収支
（基金積立金支出、基

金取崩収入を除く）
＝

資産形成度

世代間公平性

持続可能性

弾力性
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【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 57,288,823   固定負債 28,414,217

    有形固定資産 44,109,497     地方債 25,129,991

      事業用資産 31,644,063     長期未払金 -

        土地 11,343,893     退職手当引当金 3,280,948

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 40,882,638     その他 3,279

        建物減価償却累計額 -21,990,427   流動負債 2,258,392

        工作物 2,010,892     １年内償還予定地方債 1,918,582

        工作物減価償却累計額 -980,605     未払金 -

        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 262,980

        航空機 -     預り金 75,041

        航空機減価償却累計額 -     その他 1,788

        その他 265,691 負債合計 30,672,609

        その他減価償却累計額 -107,883 【純資産の部】

        建設仮勘定 219,865   固定資産等形成分 60,088,162

      インフラ資産 11,423,460   余剰分（不足分） -29,443,675

        土地 2,353,162

        建物 130,241

        建物減価償却累計額 -117,852

        工作物 24,894,177

        工作物減価償却累計額 -15,970,644

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 134,376

      物品 2,639,063

      物品減価償却累計額 -1,597,089

    無形固定資産 180,492

      ソフトウェア 180,492

      その他 -

    投資その他の資産 12,998,834

      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 254,496

      長期貸付金 244,110

      基金 12,312,331

        減債基金 3,983,190

        その他 8,329,141

      その他 -

      徴収不能引当金 -29,894

  流動資産 4,028,273

    現金預金 960,180

    未収金 274,345

    短期貸付金 15,012

    基金 2,784,327

      財政調整基金 2,784,327

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -5,591 純資産合計 30,644,487

資産合計 61,317,096 負債及び純資産合計 61,317,096

貸借対照表
（令和3年3月31日現在）
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【様式第2号】

自治体名：米原市

会計：一般会計等 （単位：千円）

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

  経常費用 22,935,738

    業務費用 9,828,127

      人件費 3,614,216

        職員給与費 2,812,739

        賞与等引当金繰入額 262,980

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 538,498

      物件費等 5,954,793

        物件費 3,663,579

        維持補修費 566,710

        減価償却費 1,724,451

        その他 52

      その他の業務費用 259,118

        支払利息 141,305

        徴収不能引当金繰入額 14,403

        その他 103,410

    移転費用 13,107,611

      補助金等 9,467,932

      社会保障給付 2,689,818

      他会計への繰出金 931,810

      その他 18,051

  経常収益 534,602

    使用料及び手数料 94,143

    その他 440,459

純経常行政コスト 22,401,136

  臨時損失 6,575

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 6,575

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 1,764

純行政コスト 22,394,803

    その他 -

  臨時利益 12,907

    資産売却益 11,144
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【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 30,531,005 57,113,195 -26,582,190

  純行政コスト（△） -22,394,803 -22,394,803

  財源 22,507,552 22,507,552

    税収等 13,775,399 13,775,399

    国県等補助金 8,732,153 8,732,153

  本年度差額 112,748 112,748

  固定資産等の変動（内部変動） 2,974,234 -2,974,234

    有形固定資産等の増加 4,901,038 -4,901,038

    有形固定資産等の減少 -1,749,847 1,749,847

    貸付金・基金等の増加 557,618 -557,618

    貸付金・基金等の減少 -734,574 734,574

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 1,149 1,149

  その他 -415 -415 -

  本年度純資産変動額 113,482 2,974,967 -2,861,485

本年度末純資産残高 30,644,487 60,088,162 -29,443,675

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
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【様式第4号】

自治体名：米原市

会計：一般会計等 （単位：千円）

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 21,216,870

    業務費用支出 8,125,909

      人件費支出 3,635,984

      物件費等支出 4,228,560

      支払利息支出 141,305

      その他の支出 120,060

    移転費用支出 13,090,961

      補助金等支出 9,467,932

      社会保障給付支出 2,689,818

      他会計への繰出支出 931,810

      その他の支出 1,402

  業務収入 21,890,464

    税収等収入 13,530,414

    国県等補助金収入 7,839,818

    使用料及び手数料収入 93,810

    その他の収入 426,421

  臨時支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 673,594

【投資活動収支】

  投資活動支出 5,385,566

    公共施設等整備費支出 4,885,830

    基金積立金支出 457,751

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 41,985

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,576,884

    国県等補助金収入 892,335

    基金取崩収入 651,326

    貸付金元金回収収入 20,247

    資産売却収入 12,975

    その他の収入 -

投資活動収支 -3,808,682

【財務活動収支】

  財務活動支出 2,263,052

    地方債償還支出 2,238,412

    その他の支出 24,640

  財務活動収入 5,249,149

    地方債発行収入 5,249,149

前年度末歳計外現金残高 61,712

本年度歳計外現金増減額 13,329

本年度末歳計外現金残高 75,041

本年度末現金預金残高 960,180

    その他の収入 -

財務活動収支 2,986,097

本年度資金収支額 -148,991

前年度末資金残高 1,034,130

本年度末資金残高 885,139
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【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 106,362,113   固定負債 69,492,591

    有形固定資産 90,197,326     地方債等 42,354,523

      事業用資産 31,644,723     長期未払金 -

        土地 11,343,893     退職手当引当金 3,280,948

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 -     その他 23,857,119

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 5,255,502

        建物 40,882,638     １年内償還予定地方債等 3,790,741

        建物減価償却累計額 -21,990,427     未払金 1,105,765

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 2,010,892     前受金 23

        工作物減価償却累計額 -980,605     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 279,994

        船舶 -     預り金 75,041

        船舶減価償却累計額 -     その他 3,937

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 74,748,093

        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 109,161,451

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -70,788,686

        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 219,865

      インフラ資産 55,888,545

        土地 2,841,124

        土地減損損失累計額 -

        建物 1,170,451

        建物減価償却累計額 -287,923

        建物減損損失累計額 -

        工作物 76,871,275

        工作物減価償却累計額 -24,969,739

        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 263,358

      物品 6,130,199

      物品減価償却累計額 -3,466,140

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 2,660,087

      ソフトウェア 221,628

      その他 2,438,458

    投資その他の資産 13,504,700

      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 400,148

      長期貸付金 244,110

      基金 12,816,831

        減債基金 3,983,190

        その他 8,833,640

      その他 -

      徴収不能引当金 -34,140

  流動資産 6,758,745

    現金預金 3,451,539

    未収金 513,611

    短期貸付金 15,012

    基金 2,784,327

      財政調整基金 2,784,327

      減債基金 -

    棚卸資産 6,439

    その他 -

    徴収不能引当金 -12,182

  繰延資産 - 純資産合計 38,372,765

資産合計 113,120,858 負債及び純資産合計 113,120,858

連結貸借対照表
（令和3年3月31日現在）
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【様式第2号】

自治体名：米原市

会計：全体会計 （単位：千円）

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

  経常費用 31,512,551

    業務費用 12,891,085

      人件費 3,783,856

        職員給与費 2,940,567

        賞与等引当金繰入額 273,808

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 569,480

      物件費等 8,442,350

        物件費 4,442,352

        維持補修費 618,246

        減価償却費 3,381,699

        その他 52

      その他の業務費用 664,880

        支払利息 467,906

        徴収不能引当金繰入額 23,181

        その他 173,792

    移転費用 18,621,465

      補助金等 15,913,025

      社会保障給付 2,690,298

      その他 18,143

  経常収益 1,816,506

    使用料及び手数料 1,247,528

    その他 568,979

純経常行政コスト 29,696,044

  臨時損失 7,445

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 6,575

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 870

  臨時利益 95,054

    資産売却益 11,144

    その他 83,911

純行政コスト 29,608,435
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【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 38,049,637 106,678,309 -68,628,673 -

  純行政コスト（△） -29,608,435 -29,608,435 -

  財源 30,524,763 30,524,763 -

    税収等 17,199,106 17,199,106 -

    国県等補助金 13,325,656 13,325,656 -

  本年度差額 916,328 916,328 -

  固定資産等の変動（内部変動） 2,461,550 -2,461,550

    有形固定資産等の増加 6,074,696 -6,074,696

    有形固定資産等の減少 -3,425,210 3,425,210

    貸付金・基金等の増加 595,767 -595,767

    貸付金・基金等の減少 -783,703 783,703

  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 - - - -

  その他 -617,757 -2,966 -614,791

  本年度純資産変動額 323,129 2,483,142 -2,160,014 -

本年度末純資産残高 38,372,765 109,161,451 -70,788,686 -

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
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【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 61,712

本年度歳計外現金増減額 13,329

本年度末歳計外現金残高 75,041

本年度末現金預金残高 3,451,539

財務活動収支 1,907,032

本年度資金収支額 -100,360

前年度末資金残高 3,476,857

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 3,376,497

    地方債等償還支出 4,086,377

    その他の支出 24,640

  財務活動収入 6,018,049

    地方債等発行収入 6,018,049

    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 -4,250,431

【財務活動収支】

  財務活動支出 4,111,017

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,674,808

    国県等補助金収入 990,260

    基金取崩収入 651,326

    貸付金元金回収収入 20,247

  投資活動支出 5,925,239

    公共施設等整備費支出 5,424,373

    基金積立金支出 458,881

    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 2,243,038

【投資活動収支】

    税収等収入 16,491,283

    国県等補助金収入 12,008,127

    使用料及び手数料収入 1,231,782

    その他の収入 523,031

  臨時支出 -

    移転費用支出 18,604,816

      補助金等支出 15,913,025

      社会保障給付支出 2,690,298

      その他の支出 1,493

  業務収入 30,254,223

    業務費用支出 9,488,516

      人件費支出 3,805,551

      物件費等支出 5,044,438

      支払利息支出 467,906

      その他の支出 170,620

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 28,093,332
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【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）
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【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　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日

科目名 金額

  経常費用 36,751,567

    業務費用 14,437,757

      人件費 4,508,332

        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

        その他 637,249

      物件費等 9,241,022

        物件費 4,927,376

        維持補修費 715,358

        減価償却費 3,598,232

        その他 55

      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

        その他 180,794

    移転費用 22,313,809

      補助金等 19,596,365

      社会保障給付 2,690,687

      その他 26,757

  経常収益 2,602,717

    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

  臨時損失 7,527

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 6,657

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 870

  臨時利益 95,054

    資産売却益 11,144

    その他 83,911

純行政コスト 34,061,322
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【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 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
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【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
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参　考

有形固定資産
減価償却率

（％）

純資産比率
（％）

将来世代負担比率
（％）

基礎的財政収支
（百万円）

住民一人当たり
行政コスト

（万円）

米原市 60.2 52.4 37.8 369 41.0

類似団体平均値 61.6 69.8 18.5 ▲ 139.2 41.6

大津市 61.1 73.8 13.1 6,602 28.0

彦根市 56.6 64.3 17.0 ▲ 1,292 32.7

長浜市 58.2 79.8 11.7 ▲ 69 41.3

近江八幡市 56.2 77.1 11.1 3,809 33.2

草津市 50.5 76.8 14.6 366 33.8

守山市 58.7 75.9 11.5 ▲ 844 29.8

栗東市 58.3 55.8 37.8 3,107 27.9

甲賀市 55.4 69.6 18.2 ▲ 5,848 37.9

野洲市 51.3 55.9 23.0 1,119 33.4

湖南市 61.9 48.1 31.1 1,228 30.0

高島市 63.2 71.3 17.1 1,021 49.8

東近江市 53.1 65.8 20.5 1,635 35.1

令和元年度　統一的な基準による財務書類に関する情報

「一般会計等」に係る指標　類似団体平均値との比較および県内各市との比較資料
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