
【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 68,475,950   固定負債 36,039,041

    有形固定資産 63,417,135     地方債等 30,845,002

      事業用資産 28,409,269     長期未払金 -

        土地 11,010,458     退職手当引当金 3,570,386

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 43,804,941     その他 1,623,652

        建物減価償却累計額 -27,379,454   流動負債 3,280,956

        工作物 858,092     １年内償還予定地方債等 2,946,684

        工作物減価償却累計額 -71,733     未払金 8,738

        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 253,665

        航空機 -     預り金 67,906

        航空機減価償却累計額 -     その他 3,963

        その他 - 負債合計 39,319,996

        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 73,664,807

      インフラ資産 33,128,909   余剰分（不足分） -37,444,190

        土地 406,694   他団体出資等分 -

        建物 416,199

        建物減価償却累計額 -167,995

        工作物 62,516,590

        工作物減価償却累計額 -30,233,631

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 191,053

      物品 4,289,362

      物品減価償却累計額 -2,410,405

    無形固定資産 105,225

      ソフトウェア 99,824

      その他 5,401

    投資その他の資産 4,953,590

      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 443,209

      長期貸付金 106,820

      基金 3,684,280

        減債基金 -

        その他 3,684,280

      その他 -

      徴収不能引当金 -29,523

  流動資産 7,064,664

    現金預金 1,755,555

    未収金 90,120

    短期貸付金 24,619

    基金 5,164,238

      財政調整基金 4,131,058

      減債基金 1,033,180

    棚卸資産 40,655

    その他 600

    徴収不能引当金 -11,124

  繰延資産 - 純資産合計 36,220,618

資産合計 75,540,614 負債及び純資産合計 75,540,614

連結貸借対照表
（平成31年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：美馬市

会計：全体会計 （単位：千円）

連結行政コスト計算書
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 23,413,656

    業務費用 10,211,972

      人件費 3,754,970

        職員給与費 3,225,252

        賞与等引当金繰入額 253,665

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 276,053

      物件費等 5,895,378

        物件費 2,604,786

        維持補修費 721,705

        減価償却費 2,568,888

        その他 -

      その他の業務費用 561,624

        支払利息 266,203

        徴収不能引当金繰入額 38,520

        その他 256,901

    移転費用 13,201,683

      補助金等 9,909,757

      社会保障給付 2,966,993

      その他 5,433

  経常収益 1,858,101

    使用料及び手数料 932,387

    その他 925,714

純経常行政コスト 21,555,555

  臨時損失 468,680

    災害復旧事業費 304,898

    資産除売却損 72,112

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 91,670

  臨時利益 9,825

    資産売却益 9,225

    その他 600

純行政コスト 22,014,410



【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 35,581,611 74,749,967 -39,168,356 -

  純行政コスト（△） -22,014,410 -22,014,410 -

  財源 22,063,106 22,063,106 -

    税収等 14,257,405 14,257,405 -

    国県等補助金 7,805,700 7,805,700 -

  本年度差額 48,696 48,696 -

  固定資産等の変動（内部変動） -612,291 612,291

    有形固定資産等の増加 2,205,045 -2,205,045

    有形固定資産等の減少 -2,639,053 2,639,053

    貸付金・基金等の増加 1,919,621 -1,919,621

    貸付金・基金等の減少 -2,097,904 2,097,904

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -52,872 -52,872

  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 643,182 -419,997 1,063,179

  本年度純資産変動額 639,006 -1,085,160 1,724,166 -

本年度末純資産残高 36,220,618 73,664,807 -37,444,190 -

連結純資産変動計算書
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：全体会計 （単位：千円）

連結資金収支計算書
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 20,944,597

    業務費用支出 7,742,914

      人件費支出 3,746,956

      物件費等支出 3,444,515

      支払利息支出 266,203

      その他の支出 285,240

    移転費用支出 13,201,683

      補助金等支出 9,909,757

      社会保障給付支出 2,966,993

      その他の支出 5,433

  業務収入 23,435,622

    税収等収入 14,222,141

    国県等補助金収入 7,596,067

    使用料及び手数料収入 1,094,444

    その他の収入 522,970

  臨時支出 340,976

    災害復旧事業費支出 304,898

    その他の支出 36,078

  臨時収入 153,254

業務活動収支 2,303,303

【投資活動収支】

  投資活動支出 2,988,007

    公共施設等整備費支出 2,160,498

    基金積立金支出 827,509

    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 1,266,067

    国県等補助金収入 16,896

    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 55,900

投資活動収支 -1,721,941

【財務活動収支】

  財務活動支出 3,002,429

    地方債等償還支出 3,002,429

    その他の支出 -

  財務活動収入 2,579,165

    地方債等発行収入 2,573,200

    その他の収入 5,965

財務活動収支 -423,264

本年度資金収支額 158,098

前年度末資金残高 1,529,551

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 1,687,649

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 1,755,555


