
【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 71,534,868   固定負債 38,382,868

    有形固定資産 66,773,258     地方債等 30,669,327

      事業用資産 26,764,931     長期未払金 -

        土地 11,052,507     退職手当引当金 3,403,331

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 43,804,413     その他 4,310,210

        建物減価償却累計額 -28,869,738   流動負債 3,736,959

        工作物 953,549     １年内償還予定地方債等 3,342,263

        工作物減価償却累計額 -209,488     未払金 25,576

        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 258,087

        航空機 -     預り金 106,905

        航空機減価償却累計額 -     その他 4,128

        その他 - 負債合計 42,119,827

        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 76,554,324

      インフラ資産 37,483,154   余剰分（不足分） -40,105,029

        土地 613,758   他団体出資等分 -

        建物 1,165,225

        建物減価償却累計額 -487,322

        工作物 70,601,413

        工作物減価償却累計額 -34,595,935

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 186,014

      物品 7,628,633

      物品減価償却累計額 -5,103,460

    無形固定資産 111,061

      ソフトウェア 108,361

      その他 2,701

    投資その他の資産 4,650,548

      投資及び出資金 748,898

        有価証券 90,090

        出資金 658,808

        その他 -

      長期延滞債権 409,026

      長期貸付金 45,431

      基金 3,459,631

        減債基金 -

        その他 3,459,631

      その他 -

      徴収不能引当金 -12,438

  流動資産 7,034,254

    現金預金 1,876,219

    未収金 119,086

    短期貸付金 23,923

    基金 4,995,532

      財政調整基金 4,182,125

      減債基金 813,407

    棚卸資産 30,738

    その他 727

    徴収不能引当金 -11,970

  繰延資産 - 純資産合計 36,449,295

資産合計 78,569,122 負債及び純資産合計 78,569,122

連結貸借対照表
（令和3年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：美馬市

会計：全体会計 （単位：千円）

    資産売却益 84,664

    その他 -

純行政コスト 26,008,193

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 3,831,996

  臨時利益 84,664

  臨時損失 4,022,391

    災害復旧事業費 49,109

    資産除売却損 141,286

    使用料及び手数料 906,056

    その他 789,720

純経常行政コスト 22,070,466

      社会保障給付 2,894,824

      その他 6,000

  経常収益 1,695,776

        その他 260,140

    移転費用 13,041,195

      補助金等 10,140,371

      その他の業務費用 508,799

        支払利息 233,857

        徴収不能引当金繰入額 14,802

        維持補修費 586,978

        減価償却費 2,913,620

        その他 -

        その他 339,939

      物件費等 6,381,089

        物件費 2,880,491

        職員給与費 3,224,060

        賞与等引当金繰入額 258,087

        退職手当引当金繰入額 13,073

  経常費用 23,766,242

    業務費用 10,725,047

      人件費 3,835,159

連結行政コスト計算書
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：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 36,527,377 77,922,558 -41,395,181 -

  純行政コスト（△） -26,008,193 -26,008,193 -

  財源 25,890,585 25,890,585 -

    税収等 14,550,983 14,550,983 -

    国県等補助金 11,339,602 11,339,602 -

  本年度差額 -117,608 -117,608 -

  固定資産等の変動（内部変動） -1,419,752 1,419,752

    有形固定資産等の増加 1,800,526 -1,800,526

    有形固定資産等の減少 -3,013,356 3,013,356

    貸付金・基金等の増加 753,956 -753,956

    貸付金・基金等の減少 -960,878 960,878

  資産評価差額 -12,393 -12,393

  無償所管換等 63,818 63,818

  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 -11,899 93 -11,992

  本年度純資産変動額 -78,082 -1,368,234 1,290,152 -

本年度末純資産残高 36,449,295 76,554,324 -40,105,029 -

連結純資産変動計算書
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：全体会計 （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 1,876,219

財務活動収支 -1,094,402

本年度資金収支額 161,560

前年度末資金残高 1,607,754

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 1,769,314

    地方債等償還支出 3,206,736

    その他の支出 631

  財務活動収入 2,112,965

    地方債等発行収入 2,107,000

    その他の収入 5,965

    資産売却収入 34,912

    その他の収入 25,978

投資活動収支 -1,024,258

【財務活動収支】

  財務活動支出 3,207,367

    その他の支出 227

  投資活動収入 1,507,321

    国県等補助金収入 502,821

    基金取崩収入 918,802

    貸付金元金回収収入 24,808

  投資活動支出 2,531,579

    公共施設等整備費支出 1,785,773

    基金積立金支出 745,578

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 -

    災害復旧事業費支出 49,109

    その他の支出 3,919,146

  臨時収入 6,463,325

業務活動収支 2,280,220

【投資活動収支】

    税収等収入 14,531,441

    国県等補助金収入 4,275,960

    使用料及び手数料収入 1,025,734

    その他の収入 837,802

  臨時支出 3,968,255

    移転費用支出 13,041,195

      補助金等支出 10,140,371

      社会保障給付支出 2,894,824

      その他の支出 6,000

  業務収入 20,670,937

    業務費用支出 7,844,592

      人件費支出 3,837,170

      物件費等支出 3,557,532

      支払利息支出 233,857

      その他の支出 216,033

連結資金収支計算書
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 20,885,787


