
【様式第1号】

自治体名：美馬市

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 72,927,255   固定負債 39,726,230

    有形固定資産 67,896,103     地方債等 31,905,708

      事業用資産 27,806,304     長期未払金 -

        土地 11,074,126     退職手当引当金 3,431,232

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 44,252,233     その他 4,389,290

        建物減価償却累計額 -28,326,971   流動負債 3,682,966

        工作物 938,715     １年内償還予定地方債等 3,205,619

        工作物減価償却累計額 -144,331     未払金 111,560

        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 260,099

        航空機 -     預り金 100,934

        航空機減価償却累計額 -     その他 4,753

        その他 - 負債合計 43,409,196

        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 77,922,558

      インフラ資産 37,781,174   余剰分（不足分） -41,395,181

        土地 575,140   他団体出資等分 -

        建物 1,165,225

        建物減価償却累計額 -464,007

        工作物 69,526,409

        工作物減価償却累計額 -33,195,024

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 173,430

      物品 7,106,276

      物品減価償却累計額 -4,797,650

    無形固定資産 149,621

      ソフトウェア 145,571

      その他 4,051

    投資その他の資産 4,881,530

      投資及び出資金 748,805

        有価証券 90,090

        出資金 658,715

        その他 -

      長期延滞債権 419,777

      長期貸付金 69,354

      基金 3,657,116

        減債基金 -

        その他 3,657,116

      その他 -

      徴収不能引当金 -13,521

  流動資産 7,009,317

    現金預金 1,708,688

    未収金 243,392

    短期貸付金 24,031

    基金 4,971,272

      財政調整基金 4,157,588

      減債基金 813,684

    棚卸資産 71,432

    その他 600

    徴収不能引当金 -10,097

  繰延資産 - 純資産合計 36,527,377

資産合計 79,936,572 負債及び純資産合計 79,936,572

連結貸借対照表
（令和2年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：美馬市

会計：全体会計 （単位：千円）

    資産売却益 6,268

    その他 3

純行政コスト 22,714,893

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 3,470

  臨時利益 6,271

  臨時損失 346,553

    災害復旧事業費 170,397

    資産除売却損 172,686

    使用料及び手数料 942,719

    その他 671,602

純経常行政コスト 22,374,611

      社会保障給付 2,992,561

      その他 202

  経常収益 1,614,321

        その他 187,455

    移転費用 13,133,696

      補助金等 10,140,934

      その他の業務費用 466,431

        支払利息 267,370

        徴収不能引当金繰入額 11,606

        維持補修費 589,610

        減価償却費 2,910,614

        その他 -

        その他 277,973

      物件費等 6,617,038

        物件費 3,116,814

        職員給与費 3,233,696

        賞与等引当金繰入額 260,099

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 23,988,932

    業務費用 10,855,236

      人件費 3,771,767

連結行政コスト計算書
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：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 36,887,743 79,291,436 -42,403,693 -

  純行政コスト（△） -22,714,893 -22,714,893 -

  財源 22,291,048 22,291,048 -

    税収等 14,379,721 14,379,721 -

    国県等補助金 7,911,327 7,911,327 -

  本年度差額 -423,845 -423,845 -

  固定資産等の変動（内部変動） -1,432,164 1,432,164

    有形固定資産等の増加 1,688,436 -1,688,436

    有形固定資産等の減少 -2,952,620 2,952,620

    貸付金・基金等の増加 580,641 -580,641

    貸付金・基金等の減少 -748,621 748,621

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 63,285 63,285

  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 194 - 194

  本年度純資産変動額 -360,366 -1,368,878 1,008,512 -

本年度末純資産残高 36,527,377 77,922,558 -41,395,181 -

連結純資産変動計算書
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：全体会計 （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 1,708,688

財務活動収支 -672,112

本年度資金収支額 -103,199

前年度末資金残高 1,710,952

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 1,607,754

    地方債等償還支出 3,131,155

    その他の支出 357

  財務活動収入 2,459,400

    地方債等発行収入 2,355,800

    その他の収入 103,600

    資産売却収入 11,029

    その他の収入 47,927

投資活動収支 -1,062,756

【財務活動収支】

  財務活動支出 3,131,512

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,243,349

    国県等補助金収入 459,787

    基金取崩収入 699,856

    貸付金元金回収収入 24,752

  投資活動支出 2,306,105

    公共施設等整備費支出 1,826,380

    基金積立金支出 479,725

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 -

    災害復旧事業費支出 170,397

    その他の支出 174,178

  臨時収入 82,842

業務活動収支 1,631,669

【投資活動収支】

    税収等収入 14,252,882

    国県等補助金収入 7,243,947

    使用料及び手数料収入 796,945

    その他の収入 598,080

  臨時支出 344,575

    移転費用支出 13,133,696

      補助金等支出 10,140,934

      社会保障給付支出 2,992,561

      その他の支出 202

  業務収入 22,891,853

    業務費用支出 7,864,755

      人件費支出 3,765,334

      物件費等支出 3,586,769

      支払利息支出 267,370

      その他の支出 245,282

連結資金収支計算書
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 20,998,451


