
【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 59,445,621   固定負債 29,185,290

    有形固定資産 54,382,622     地方債 25,780,618

      事業用資産 26,450,611     長期未払金 -

        土地 11,002,036     退職手当引当金 3,403,331

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 42,977,278     その他 1,341

        建物減価償却累計額 -28,306,452   流動負債 3,240,398

        工作物 953,549     １年内償還予定地方債 2,899,425

        工作物減価償却累計額 -209,488     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 233,164

        航空機 -     預り金 106,905

        航空機減価償却累計額 -     その他 905

        その他 - 負債合計 32,425,688

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 33,689   固定資産等形成分 64,110,013

      インフラ資産 26,835,834   余剰分（不足分） -31,487,782

        土地 276,854

        建物 88,131

        建物減価償却累計額 -52,864

        工作物 54,416,468

        工作物減価償却累計額 -28,078,769

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 186,014

      物品 2,361,316

      物品減価償却累計額 -1,265,138

    無形固定資産 107,065

      ソフトウェア 107,065

      その他 -

    投資その他の資産 4,955,934

      投資及び出資金 1,481,516

        有価証券 90,090

        出資金 658,808

        その他 732,618

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 374,874

      長期貸付金 45,431

      基金 3,063,252

        減債基金 -

        その他 3,063,252

      その他 -

      徴収不能引当金 -9,139

  流動資産 5,602,298

    現金預金 862,077

    未収金 61,350

    短期貸付金 23,923

    基金 4,640,469

      財政調整基金 3,827,062

      減債基金 813,407

    棚卸資産 20,103

    その他 600

    徴収不能引当金 -6,224 純資産合計 32,622,231

資産合計 65,047,919 負債及び純資産合計 65,047,919

貸借対照表
（令和3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）

    その他 -

純行政コスト 19,572,815

    その他 3,819,397

  臨時利益 84,664

    資産売却益 84,664

    資産除売却損 137,600

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

純経常行政コスト 15,651,373

  臨時損失 4,006,106

    災害復旧事業費 49,109

  経常収益 920,436

    使用料及び手数料 229,409

    その他 691,027

      社会保障給付 2,892,275

      他会計への繰出金 1,383,699

      その他 5,900

        その他 222,601

    移転費用 7,345,268

      補助金等 3,063,394

      その他の業務費用 377,649

        支払利息 144,055

        徴収不能引当金繰入額 10,993

        維持補修費 526,707

        減価償却費 2,420,249

        その他 -

        その他 332,647

      物件費等 5,355,593

        物件費 2,408,637

        職員給与費 2,927,489

        賞与等引当金繰入額 233,164

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 16,571,810

    業務費用 9,226,542

      人件費 3,493,300

行政コスト計算書
自　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日

科目名 金額



【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 32,768,558 65,065,859 -32,297,301

  純行政コスト（△） -19,572,815 -19,572,815

  財源 19,374,970 19,374,970

    税収等 12,189,404 12,189,404

    国県等補助金 7,185,565 7,185,565

  本年度差額 -197,845 -197,845

  固定資産等の変動（内部変動） -1,007,364 1,007,364

    有形固定資産等の増加 1,649,928 -1,649,928

    有形固定資産等の減少 -2,492,315 2,492,315

    貸付金・基金等の増加 787,647 -787,647

    貸付金・基金等の減少 -952,623 952,623

  資産評価差額 -12,393 -12,393

  無償所管換等 63,818 63,818

  その他 93 93 -

  本年度純資産変動額 -146,327 -955,846 809,519

本年度末純資産残高 32,622,231 64,110,013 -31,487,782

純資産変動計算書
自　令和2年4月1日
至　令和3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）

前年度末歳計外現金残高 100,934

本年度歳計外現金増減額 5,971

本年度末歳計外現金残高 106,905

本年度末現金預金残高 862,077

    その他の収入 5,965

財務活動収支 -757,781

本年度資金収支額 52,368

前年度末資金残高 702,805

本年度末資金残高 755,172

  財務活動支出 2,765,245

    地方債償還支出 2,764,615

    その他の支出 631

  財務活動収入 2,007,465

    地方債発行収入 2,001,500

    貸付金元金回収収入 24,808

    資産売却収入 34,912

    その他の収入 19,128

投資活動収支 -971,252

【財務活動収支】

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,465,353

    国県等補助金収入 467,704

    基金取崩収入 918,802

【投資活動収支】

  投資活動支出 2,436,605

    公共施設等整備費支出 1,649,928

    基金積立金支出 710,428

    投資及び出資金支出 76,249

  臨時支出 3,955,656

    災害復旧事業費支出 49,109

    その他の支出 3,906,547

  臨時収入 6,453,114

業務活動収支 1,781,400

  業務収入 13,381,042

    税収等収入 12,155,729

    国県等補助金収入 258,783

    使用料及び手数料収入 231,604

    その他の収入 734,927

    移転費用支出 7,345,268

      補助金等支出 3,063,394

      社会保障給付支出 2,892,275

      他会計への繰出支出 1,383,699

      その他の支出 5,900

    業務費用支出 6,751,833

      人件費支出 3,495,591

      物件費等支出 2,935,344

      支払利息支出 144,055

      その他の支出 176,843

資金収支計算書
自　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 14,097,100


