
【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 75,762,203   固定負債 39,131,271

    有形固定資産 70,187,071     地方債等 30,671,895

      事業用資産 30,083,375     長期未払金 -

        土地 11,842,535     退職手当引当金 4,148,405

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 47,100,618     その他 4,310,970

        建物減価償却累計額 -30,681,575   流動負債 3,876,814

        工作物 6,483,838     １年内償還予定地方債等 3,351,410

        工作物減価償却累計額 -4,953,671     未払金 59,969

        船舶 -     未払費用 20,797

        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 322,662

        航空機 -     預り金 111,550

        航空機減価償却累計額 -     その他 10,427

        その他 - 負債合計 43,008,085

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 291,630   固定資産等形成分 80,929,445

      インフラ資産 37,483,154   余剰分（不足分） -40,088,517

        土地 613,758   他団体出資等分 6,252

        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 7,963,786

      物品減価償却累計額 -5,343,244

    無形固定資産 112,240

      ソフトウェア 109,539

      その他 2,701

    投資その他の資産 5,462,892

      投資及び出資金 48,179

        有価証券 5,090

        出資金 43,089

        その他 -

      長期延滞債権 409,594

      長期貸付金 45,431

      基金 4,839,932

        減債基金 -

        その他 4,839,932

      その他 132,195

      徴収不能引当金 -12,438

  流動資産 8,093,062

    現金預金 2,715,340

    未収金 181,722

    短期貸付金 23,923

    基金 5,143,319

      財政調整基金 4,329,912

      減債基金 813,407

    棚卸資産 32,621

    その他 8,107

    徴収不能引当金 -11,970

  繰延資産 - 純資産合計 40,847,180

資産合計 83,855,265 負債及び純資産合計 83,855,265

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：連結会計 （単位：千円）

    資産売却益 86,241

    その他 -

純行政コスト 30,757,620

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 3,841,313

  臨時利益 86,241

  臨時損失 4,032,505

    災害復旧事業費 49,109

    資産除売却損 142,084

    使用料及び手数料 988,852

    その他 1,189,586

純経常行政コスト 26,811,356

      社会保障給付 2,931,590

      その他 49,422

  経常収益 2,178,438

        その他 372,456

    移転費用 16,141,148

      補助金等 13,159,663

      その他の業務費用 621,361

        支払利息 234,104

        徴収不能引当金繰入額 14,802

        維持補修費 867,134

        減価償却費 3,150,554

        その他 -

        その他 361,300

      物件費等 7,339,770

        物件費 3,322,082

        職員給与費 4,194,459

        賞与等引当金繰入額 316,500

        退職手当引当金繰入額 15,256

  経常費用 28,989,794

    業務費用 12,848,646

      人件費 4,887,515

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：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 40,817,596 82,228,496 -41,416,914 6,015

  純行政コスト（△） -30,757,620 -30,757,858 237

  財源 30,673,156 30,673,156 -

    税収等 16,831,031 16,831,031 -

    国県等補助金 13,842,125 13,842,125 -

  本年度差額 -84,464 -84,702 237

  固定資産等の変動（内部変動） -1,482,355 1,482,355

    有形固定資産等の増加 1,961,755 -1,961,755

    有形固定資産等の減少 -3,249,948 3,249,948

    貸付金・基金等の増加 883,834 -883,834

    貸付金・基金等の減少 -1,077,996 1,077,996

  資産評価差額 -12,393 -12,393

  無償所管換等 60,263 60,263

  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 77,817 135,176 -57,359 -

  その他 -11,638 259 -11,897

  本年度純資産変動額 29,584 -1,299,051 1,328,397 237

本年度末純資産残高 40,847,180 80,929,445 -40,088,517 6,252

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：連結会計 （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 103,366

本年度歳計外現金増減額 4,436

本年度末歳計外現金残高 107,803

本年度末現金預金残高 2,715,340

財務活動収支 -1,106,414

本年度資金収支額 314,145

前年度末資金残高 2,288,201

比例連結割合変更に伴う差額 5,191

本年度末資金残高 2,607,537

    地方債等償還支出 3,217,860

    その他の支出 1,519

  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 36,488

    その他の収入 165,519

投資活動収支 -1,071,392

【財務活動収支】

  財務活動支出 3,219,379

    その他の支出 247

  投資活動収入 1,660,084

    国県等補助金収入 513,798

    基金取崩収入 919,471

    貸付金元金回収収入 24,808

  投資活動支出 2,731,476

    公共施設等整備費支出 1,946,976

    基金積立金支出 784,253

    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 3,929,072

  臨時収入 6,467,243

業務活動収支 2,491,951

【投資活動収支】

    税収等収入 16,671,948

    国県等補助金収入 6,763,589

    使用料及び手数料収入 1,108,530

    その他の収入 1,232,375

  臨時支出 3,978,180

    移転費用支出 16,142,161

      補助金等支出 13,159,663

      社会保障給付支出 2,931,590

      その他の支出 50,435

  業務収入 25,776,442

    業務費用支出 9,631,393

      人件費支出 4,788,427

      物件費等支出 4,280,760

      支払利息支出 234,104

      その他の支出 328,102

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 25,773,554


