
【様式第1号】

自治体名：美馬市

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 60,400,582   固定負債 30,112,864

    有形固定資産 55,137,671     地方債 26,679,660

      事業用資産 27,474,990     長期未払金 -

        土地 11,023,655     退職手当引当金 3,431,232

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 43,425,098     その他 1,972

        建物減価償却累計額 -27,780,677   流動負債 3,100,773

        工作物 938,715     １年内償還予定地方債 2,763,497

        工作物減価償却累計額 -144,331     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 235,455

        航空機 -     預り金 100,934

        航空機減価償却累計額 -     その他 887

        その他 - 負債合計 33,213,637

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 12,530   固定資産等形成分 65,065,859

      インフラ資産 26,895,575   余剰分（不足分） -32,297,301

        土地 214,957

        建物 88,131

        建物減価償却累計額 -49,492

        工作物 53,457,788

        工作物減価償却累計額 -26,989,239

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 173,430

      物品 1,834,920

      物品減価償却累計額 -1,067,813

    無形固定資産 142,979

      ソフトウェア 142,979

      その他 -

    投資その他の資産 5,119,932

      投資及び出資金 1,405,174

        有価証券 90,090

        出資金 658,715

        その他 656,369

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 384,121

      長期貸付金 69,354

      基金 3,270,848

        減債基金 -

        その他 3,270,848

      その他 -

      徴収不能引当金 -9,564

  流動資産 5,581,613

    現金預金 803,739

    未収金 54,103

    短期貸付金 24,031

    基金 4,641,247

      財政調整基金 3,827,563

      減債基金 813,684

    棚卸資産 62,090

    その他 600

    徴収不能引当金 -4,196 純資産合計 32,768,558

資産合計 65,982,195 負債及び純資産合計 65,982,195

貸借対照表
（令和2年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：美馬市

会計：一般会計等 （単位：千円）

    その他 -

純行政コスト 16,172,274

    その他 -

  臨時利益 6,268

    資産売却益 6,268

    資産除売却損 172,096

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

純経常行政コスト 15,836,048

  臨時損失 342,494

    災害復旧事業費 170,397

  経常収益 839,839

    使用料及び手数料 270,374

    その他 569,465

      社会保障給付 2,989,446

      他会計への繰出金 1,358,580

      その他 83

        その他 85,931

    移転費用 7,367,264

      補助金等 3,019,156

      その他の業務費用 262,293

        支払利息 168,809

        徴収不能引当金繰入額 7,553

        維持補修費 543,201

        減価償却費 2,365,781

        その他 -

        その他 277,320

      物件費等 5,597,763

        物件費 2,688,781

        職員給与費 2,935,794

        賞与等引当金繰入額 235,455

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 16,675,887

    業務費用 9,308,624

      人件費 3,448,568

行政コスト計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2年3月31日

科目名 金額



【様式第3号】

自治体名：美馬市

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 33,269,212 66,132,689 -32,863,477

  純行政コスト（△） -16,172,274 -16,172,274

  財源 15,699,395 15,699,395

    税収等 11,998,544 11,998,544

    国県等補助金 3,700,851 3,700,851

  本年度差額 -472,879 -472,879

  固定資産等の変動（内部変動） -1,038,861 1,038,861

    有形固定資産等の増加 1,613,952 -1,613,952

    有形固定資産等の減少 -2,407,197 2,407,197

    貸付金・基金等の増加 492,095 -492,095

    貸付金・基金等の減少 -737,711 737,711

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -27,969 -27,969

  その他 194 - 194

  本年度純資産変動額 -500,654 -1,066,830 566,176

本年度末純資産残高 32,768,558 65,065,859 -32,297,301

純資産変動計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2年3月31日



【様式第4号】

自治体名：美馬市

会計：一般会計等 （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 67,906

本年度歳計外現金増減額 33,029

本年度末歳計外現金残高 100,934

本年度末現金預金残高 803,739

    その他の収入 5,965

財務活動収支 -434,277

本年度資金収支額 -42,339

前年度末資金残高 745,144

本年度末資金残高 702,805

  財務活動支出 2,691,341

    地方債償還支出 2,690,985

    その他の支出 357

  財務活動収入 2,257,065

    地方債発行収入 2,251,100

    貸付金元金回収収入 24,752

    資産売却収入 11,029

    その他の収入 3,858

投資活動収支 -939,465

【財務活動収支】

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,161,574

    国県等補助金収入 422,080

    基金取崩収入 699,856

【投資活動収支】

  投資活動支出 2,101,039

    公共施設等整備費支出 1,610,799

    基金積立金支出 392,605

    投資及び出資金支出 97,635

  臨時支出 341,105

    災害復旧事業費支出 170,397

    その他の支出 170,708

  臨時収入 82,839

業務活動収支 1,331,402

  業務収入 15,946,351

    税収等収入 11,991,914

    国県等補助金収入 3,189,968

    使用料及び手数料収入 272,471

    その他の収入 491,999

    移転費用支出 7,367,264

      補助金等支出 3,019,156

      社会保障給付支出 2,989,446

      他会計への繰出支出 1,358,580

      その他の支出 83

    業務費用支出 6,989,419

      人件費支出 3,445,307

      物件費等支出 3,231,982

      支払利息支出 168,809

      その他の支出 143,321

資金収支計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 14,356,682


