
【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 72,699,559   固定負債 36,684,918

    有形固定資産 66,907,912     地方債等 30,872,049

      事業用資産 31,853,336     長期未払金 -

        土地 11,749,035     退職手当引当金 4,187,602

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 46,933,772     その他 1,625,267

        建物減価償却累計額 -28,928,990   流動負債 3,379,249

        工作物 6,382,100     １年内償還予定地方債等 2,953,491

        工作物減価償却累計額 -4,544,617     未払金 27,746

        船舶 -     未払費用 13,267

        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 310,529

        航空機 -     預り金 69,846

        航空機減価償却累計額 -     その他 4,369

        その他 - 負債合計 40,064,166

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 262,036   固定資産等形成分 78,015,147

      インフラ資産 33,128,909   余剰分（不足分） -37,512,528

        土地 406,694   他団体出資等分 5,697

        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 4,608,376

      物品減価償却累計額 -2,682,709

    無形固定資産 105,840

      ソフトウェア 100,438

      その他 5,401

    投資その他の資産 5,685,808

      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 443,482

      長期貸付金 106,820

      基金 5,116,485

        減債基金 -

        その他 5,116,485

      その他 458

      徴収不能引当金 -29,523

  流動資産 7,872,923

    現金預金 2,364,040

    未収金 160,361

    短期貸付金 40,567

    基金 5,275,021

      財政調整基金 4,241,816

      減債基金 1,033,205

    棚卸資産 43,343

    その他 716

    徴収不能引当金 -11,124

  繰延資産 - 純資産合計 40,508,316

資産合計 80,572,482 負債及び純資産合計 80,572,482

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：連結会計 （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 28,872,197

    業務費用 12,302,767

      人件費 4,803,420

        職員給与費 4,200,155

        賞与等引当金繰入額 304,063

        退職手当引当金繰入額 9,420

        その他 289,781

      物件費等 6,767,757

        物件費 3,051,848

        維持補修費 916,720

        減価償却費 2,799,189

        その他 -

      その他の業務費用 731,590

        支払利息 266,499

        徴収不能引当金繰入額 38,520

        その他 426,572

    移転費用 16,569,429

      補助金等 13,228,457

      社会保障給付 2,996,611

      その他 24,862

  経常収益 2,361,104

    使用料及び手数料 1,015,071

    その他 1,346,034

純経常行政コスト 26,511,092

  臨時損失 468,920

    災害復旧事業費 304,898

    資産除売却損 72,352

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 91,670

  臨時利益 11,016

    資産売却益 10,416

    その他 600

純行政コスト 26,968,997



【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 40,144,379 79,413,366 -39,274,289 5,302

  純行政コスト（△） -26,968,997 -26,969,043 46

  財源 26,983,853 26,983,831 23

    税収等 16,682,977 16,682,955 23

    国県等補助金 10,300,876 10,300,876 -

  本年度差額 14,856 14,788 68

  固定資産等の変動（内部変動） -643,143 643,143

    有形固定資産等の増加 2,344,389 -2,344,389

    有形固定資産等の減少 -2,870,212 2,870,212

    貸付金・基金等の増加 2,084,016 -2,084,016

    貸付金・基金等の減少 -2,201,337 2,201,337

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -62,198 -62,198

  他団体出資等分の増加 -24,888 24,888

  他団体出資等分の減少 24,561 -24,561

  比例連結割合変更に伴う差額 423,746 478,492 -54,746 -

  その他 -12,468 -1,171,371 1,158,903

  本年度純資産変動額 363,937 -1,398,220 1,761,761 396

本年度末純資産残高 40,508,316 78,015,147 -37,512,528 5,697

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：連結会計 （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 26,158,534

    業務費用支出 9,589,176

      人件費支出 4,792,567

      物件費等支出 4,073,519

      支払利息支出 266,499

      その他の支出 456,590

    移転費用支出 16,569,358

      補助金等支出 13,228,457

      社会保障給付支出 2,996,611

      その他の支出 24,791

  業務収入 28,779,488

    税収等収入 16,639,984

    国県等補助金収入 10,091,243

    使用料及び手数料収入 1,165,719

    その他の収入 882,542

  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 2,433,232

【投資活動収支】

  投資活動支出 3,156,560

    公共施設等整備費支出 2,297,756

    基金積立金支出 842,836

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 15,948

    その他の支出 20

  投資活動収入 1,284,180

    国県等補助金収入 16,896

    基金取崩収入 1,136,275

    貸付金元金回収収入 23,680

    資産売却収入 43,701

    その他の収入 63,628

投資活動収支 -1,872,380

【財務活動収支】

  財務活動支出 3,010,298

    地方債等償還支出 3,010,189

    その他の支出 109

  財務活動収入 2,605,103

    地方債等発行収入 2,589,138

    その他の収入 15,965

財務活動収支 -405,194

本年度資金収支額 155,657

前年度末資金残高 2,159,415

比例連結割合変更に伴う差額 -19,790

本年度末資金残高 2,295,282

前年度末歳計外現金残高 58,076

本年度歳計外現金増減額 10,682

本年度末歳計外現金残高 68,758

本年度末現金預金残高 2,364,040


