
【様式第1号】

自治体名：美馬市

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 77,105,036   固定負債 40,378,237

    有形固定資産 71,287,516     地方債等 31,927,386

      事業用資産 31,143,198     長期未払金 -

        土地 11,812,671     退職手当引当金 4,060,405

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 47,398,513     その他 4,390,446

        建物減価償却累計額 -29,963,951   流動負債 3,802,908

        工作物 6,454,485     １年内償還予定地方債等 3,211,069

        工作物減価償却累計額 -4,742,653     未払金 151,969

        船舶 -     未払費用 9,765

        船舶減価償却累計額 -     前受金 -

        浮標等 -     前受収益 0

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 307,542

        航空機 -     預り金 117,165

        航空機減価償却累計額 -     その他 5,399

        その他 - 負債合計 44,181,145

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 184,134   固定資産等形成分 82,228,496

      インフラ資産 37,781,174   余剰分（不足分） -41,416,914

        土地 575,140   他団体出資等分 6,015

        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 7,393,950

      物品減価償却累計額 -5,030,806

    無形固定資産 150,589

      ソフトウェア 146,538

      その他 4,051

    投資その他の資産 5,666,931

      投資及び出資金 48,086

        有価証券 5,090

        出資金 42,996

        その他 -

      長期延滞債権 420,443

      長期貸付金 69,354

      基金 5,142,085

        減債基金 -

        その他 5,142,085

      その他 484

      徴収不能引当金 -13,521

  流動資産 7,893,705

    現金預金 2,391,567

    未収金 314,459

    短期貸付金 39,979

    基金 5,083,481

      財政調整基金 4,269,797

      減債基金 813,684

    棚卸資産 73,696

    その他 619

    徴収不能引当金 -10,097

  繰延資産 - 純資産合計 40,817,596

資産合計 84,998,741 負債及び純資産合計 84,998,741

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：連結会計 （単位：千円）

    資産売却益 6,470

    その他 3

純行政コスト 27,274,738

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 3,470

  臨時利益 6,473

  臨時損失 346,769

    災害復旧事業費 170,397

    資産除売却損 172,902

    使用料及び手数料 1,015,370

    その他 982,276

純経常行政コスト 26,934,442

      社会保障給付 3,025,470

      その他 48,039

  経常収益 1,997,646

        その他 325,126

    移転費用 16,159,110

      補助金等 13,085,300

      その他の業務費用 604,308

        支払利息 267,576

        徴収不能引当金繰入額 11,606

        維持補修費 827,088

        減価償却費 3,145,242

        その他 -

        その他 288,966

      物件費等 7,499,235

        物件費 3,526,905

        職員給与費 4,068,356

        賞与等引当金繰入額 311,272

        退職手当引当金繰入額 842

  経常費用 28,932,088

    業務費用 12,772,978

      人件費 4,669,435

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：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 41,175,441 83,641,775 -42,472,031 5,697

  純行政コスト（△） -27,274,738 -27,275,055 317

  財源 26,841,514 26,841,514 -

    税収等 16,464,650 16,464,650 -

    国県等補助金 10,376,864 10,376,864 -

  本年度差額 -433,224 -433,541 317

  固定資産等の変動（内部変動） -1,518,476 1,518,476

    有形固定資産等の増加 1,807,958 -1,807,958

    有形固定資産等の減少 -3,187,248 3,187,248

    貸付金・基金等の増加 626,091 -626,091

    貸付金・基金等の減少 -765,277 765,277

  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 19,314 41,003 -21,689 -

  その他 -7,220 908 -8,129

  本年度純資産変動額 -357,845 -1,413,279 1,055,117 317

本年度末純資産残高 40,817,596 82,228,496 -41,416,914 6,015

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：連結会計 （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 68,758

本年度歳計外現金増減額 34,608

本年度末歳計外現金残高 103,366

本年度末現金預金残高 2,391,567

財務活動収支 -687,686

本年度資金収支額 -15,074

前年度末資金残高 2,318,585

比例連結割合変更に伴う差額 -15,310

本年度末資金残高 2,288,201

    地方債等償還支出 3,138,012

    その他の支出 9,073

  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 11,230

    その他の収入 144,511

投資活動収支 -1,081,110

【財務活動収支】

  財務活動支出 3,147,086

    その他の支出 20

  投資活動収入 1,355,727

    国県等補助金収入 460,691

    基金取崩収入 714,544

    貸付金元金回収収入 24,752

  投資活動支出 2,436,837

    公共施設等整備費支出 1,945,902

    基金積立金支出 490,915

    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 174,393

  臨時収入 82,842

業務活動収支 1,753,722

【投資活動収支】

    税収等収入 16,241,227

    国県等補助金収入 9,708,580

    使用料及び手数料収入 869,596

    その他の収入 880,066

  臨時支出 344,791

    移転費用支出 16,157,197

      補助金等支出 13,085,300

      社会保障給付支出 3,025,470

      その他の支出 46,127

  業務収入 27,699,468

    業務費用支出 9,526,601

      人件費支出 4,659,166

      物件費等支出 4,216,899

      支払利息支出 267,576

      その他の支出 382,959

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 25,683,798


