
【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 61,246,827   固定負債 30,762,444

    有形固定資産 56,005,927     地方債 27,192,057

      事業用資産 28,060,681     長期未払金 -

        土地 10,959,987     退職手当引当金 3,570,386

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 42,977,805     その他 -

        建物減価償却累計額 -26,850,434   流動負債 2,991,780

        工作物 858,092     １年内償還予定地方債 2,690,985

        工作物減価償却累計額 -71,733     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 232,193

        航空機 -     預り金 67,906

        航空機減価償却累計額 -     その他 697

        その他 - 負債合計 33,754,224

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 186,964   固定資産等形成分 66,132,689

      インフラ資産 27,208,839   余剰分（不足分） -32,863,477

        土地 214,957

        建物 88,131

        建物減価償却累計額 -46,120

        工作物 52,674,702

        工作物減価償却累計額 -25,913,885

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 191,053

      物品 1,635,078

      物品減価償却累計額 -898,671

    無形固定資産 95,936

      ソフトウェア 95,936

      その他 -

    投資その他の資産 5,144,964

      投資及び出資金 1,307,539

        有価証券 90,090

        出資金 658,715

        その他 558,734

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 396,643

      長期貸付金 106,820

      基金 3,358,104

        減債基金 -

        その他 3,358,104

      その他 -

      徴収不能引当金 -24,141

  流動資産 5,776,609

    現金預金 813,050

    未収金 50,180

    短期貸付金 24,619

    基金 4,861,243

      財政調整基金 3,828,063

      減債基金 1,033,180

    棚卸資産 31,570

    その他 600

    徴収不能引当金 -4,654 純資産合計 33,269,212

資産合計 67,023,436 負債及び純資産合計 67,023,436

貸借対照表
（平成31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）

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

  経常費用 16,300,191

    業務費用 8,994,607

      人件費 3,458,156

        職員給与費 2,950,559

        賞与等引当金繰入額 232,193

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 275,404

      物件費等 5,196,669

        物件費 2,273,314

        維持補修費 661,879

        減価償却費 2,261,476

        その他 -

      その他の業務費用 339,783

        支払利息 195,812

        徴収不能引当金繰入額 26,633

        その他 117,338

    移転費用 7,305,584

      補助金等 2,864,633

      社会保障給付 2,963,806

      他会計への繰出金 1,471,803

      その他 5,342

  経常収益 1,100,916

    使用料及び手数料 304,187

    その他 796,729

純経常行政コスト 15,199,275

  臨時損失 467,834

    災害復旧事業費 304,898

    資産除売却損 72,112

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 90,824

  臨時利益 9,825

    資産売却益 9,225

    その他 600

純行政コスト 15,657,284



【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 32,482,324 66,669,672 -34,187,349

  純行政コスト（△） -15,657,284 -15,657,284

  財源 15,557,183 15,557,183

    税収等 11,891,870 11,891,870

    国県等補助金 3,665,313 3,665,313

  本年度差額 -100,100 -100,100

  固定資産等の変動（内部変動） -577,112 577,112

    有形固定資産等の増加 2,062,449 -2,062,449

    有形固定資産等の減少 -2,331,634 2,331,634

    貸付金・基金等の増加 1,666,448 -1,666,448

    貸付金・基金等の減少 -1,974,375 1,974,375

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -52,872 -52,872

  その他 939,860 93,000 846,860

  本年度純資産変動額 786,888 -536,984 1,323,872

本年度末純資産残高 33,269,212 66,132,689 -32,863,477

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：美馬市

会計：一般会計等 （単位：千円）

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 14,033,222

    業務費用支出 6,727,638

      人件費支出 3,451,585

      物件費等支出 2,935,193

      支払利息支出 195,812

      その他の支出 145,048

    移転費用支出 7,305,584

      補助金等支出 2,864,633

      社会保障給付支出 2,963,806

      他会計への繰出支出 1,471,803

      その他の支出 5,342

  業務収入 16,097,473

    税収等収入 11,888,801

    国県等補助金収入 3,499,847

    使用料及び手数料収入 309,330

    その他の収入 399,495

  臨時支出 340,136

    災害復旧事業費支出 304,898

    その他の支出 35,238

  臨時収入 153,254

業務活動収支 1,877,369

【投資活動収支】

  投資活動支出 2,754,103

    公共施設等整備費支出 2,062,449

    基金積立金支出 691,654

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,203,324

    国県等補助金収入 7,436

    基金取崩収入 1,127,081

    貸付金元金回収収入 23,680

    資産売却収入 42,510

    その他の収入 2,617

投資活動収支 -1,550,779

【財務活動収支】

  財務活動支出 2,744,944

    地方債償還支出 2,744,944

    その他の支出 -

  財務活動収入 2,485,865

    地方債発行収入 2,479,900

    その他の収入 5,965

財務活動収支 -259,079

本年度資金収支額 67,511

前年度末資金残高 677,633

本年度末資金残高 745,144

前年度末歳計外現金残高 55,849

本年度歳計外現金増減額 12,057

本年度末歳計外現金残高 67,906

本年度末現金預金残高 813,050


