
令和３年度決算

全体財務書類

美濃加茂市



【様式第1号】

（単位：円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 129,936,460,478   固定負債 55,132,473,376

    有形固定資産 122,751,639,983     地方債等 29,623,021,286

      事業用資産 28,963,208,300     長期未払金 2,312,657

        土地 13,121,043,986     退職手当引当金 2,524,179,000

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 941,059,000

        立木竹 -     その他 22,041,901,433

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 4,509,946,905

        建物 42,814,028,325     １年内償還予定地方債等 3,139,023,074

        建物減価償却累計額 -27,428,230,517     未払金 649,625,702

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 1,302,012,440     前受金 1,651,959

        工作物減価償却累計額 -850,518,934     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 205,188,358

        船舶 -     預り金 458,215,947

        船舶減価償却累計額 -     その他 56,241,865

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 59,642,420,281

        浮標等 - 【純資産の部】

        浮標等減価償却累計額 -   固定資産等形成分 134,953,753,297

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -53,229,620,966

        航空機 -   他団体出資等分 -

        航空機減価償却累計額 -

        航空機減損損失累計額 -

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 4,873,000

      インフラ資産 91,735,809,138

        土地 20,616,949,012

        土地減損損失累計額 -

        建物 3,539,627,943

        建物減価償却累計額 -1,178,490,182

        建物減損損失累計額 -

        工作物 132,963,665,642

        工作物減価償却累計額 -64,389,409,153

        工作物減損損失累計額 -

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 183,465,876

      物品 5,663,186,784

      物品減価償却累計額 -3,610,564,239

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 2,764,526,573

      ソフトウェア 979,374,551

      その他 1,785,152,022

    投資その他の資産 4,420,293,922

      投資及び出資金 557,474,100

        有価証券 531,511,000

        出資金 10,197,800

        その他 15,765,300

      長期延滞債権 310,969,200

      長期貸付金 252,000,000

      基金 3,325,348,360

        減債基金 -

        その他 3,325,348,360

      その他 -

      徴収不能引当金 -25,497,738

  流動資産 11,430,092,134

    現金預金 5,955,165,581

    未収金 454,453,277

    短期貸付金 -

    基金 5,017,292,819

      財政調整基金 4,663,090,943

      減債基金 354,201,876

    棚卸資産 5,049,416

    その他 1,280,270

    徴収不能引当金 -3,149,229

  繰延資産 - 純資産合計 81,724,132,331

資産合計 141,366,552,612 負債及び純資産合計 141,366,552,612

連結貸借対照表
（令和4年3月31日現在）



【様式第2号】

（単位：円）

    資産売却益 -

    その他 -

純行政コスト 31,385,761,981

    損失補償等引当金繰入額 24,723,000

    その他 -

  臨時利益 -

  臨時損失 76,311,116

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 51,588,116

    使用料及び手数料 2,217,770,544

    その他 823,680,722

純経常行政コスト 31,309,450,865

      社会保障給付 4,969,514,438

      その他 1,152,593,656

  経常収益 3,041,451,266

        その他 329,930,831

    移転費用 19,801,410,266

      補助金等 13,679,302,172

      その他の業務費用 659,186,323

        支払利息 326,376,973

        徴収不能引当金繰入額 2,878,519

        維持補修費 432,709,678

        減価償却費 4,085,226,458

        その他 -

        その他 815,977,745

      物件費等 9,997,139,594

        物件費 5,479,203,458

        職員給与費 2,713,648,485

        賞与等引当金繰入額 201,571,358

        退職手当引当金繰入額 161,968,360

  経常費用 34,350,902,131

    業務費用 14,549,491,865

      人件費 3,893,165,948

連結行政コスト計算書
自　令和3年4月1日
至　令和4年3月31日

科目 金額



【様式第3号】

（単位：円）

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 82,134,478,957 134,521,124,093 -52,386,645,136 -

  純行政コスト（△） -31,385,761,981 -31,385,761,981 -

  財源 31,063,758,219 31,063,758,219 -

    税収等 17,533,067,888 17,533,067,888 -

    国県等補助金 13,530,690,331 13,530,690,331 -

  本年度差額 -322,003,762 -322,003,762 -

  固定資産等の変動（内部変動） -708,390,513 708,390,513

    有形固定資産等の増加 4,270,230,490 -4,270,230,490

    有形固定資産等の減少 -5,241,464,365 5,241,464,365

    貸付金・基金等の増加 1,769,322,572 -1,769,322,572

    貸付金・基金等の減少 -1,506,479,210 1,506,479,210

  資産評価差額 -222,600 -222,600

  無償所管換等 741 741

  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 -88,121,005 1,141,241,576 -1,229,362,581

  本年度純資産変動額 -410,346,626 432,629,204 -842,975,830 -

本年度末純資産残高 81,724,132,331 134,953,753,297 -53,229,620,966 -

連結純資産変動計算書
自　令和3年4月1日
至　令和4年3月31日

科目 合計



【様式第4号】

（単位：円）

前年度末歳計外現金残高 462,932,498

本年度歳計外現金増減額 -4,716,551

本年度末歳計外現金残高 458,215,947

本年度末現金預金残高 5,955,165,581

財務活動収支 321,388,301

本年度資金収支額 -214,769,966

前年度末資金残高 5,711,719,600

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 5,496,949,634

    地方債等償還支出 3,112,211,699

    その他の支出 -

  財務活動収入 3,433,600,000

    地方債等発行収入 3,433,600,000

    その他の収入 -

    資産売却収入 75,883,031

    その他の収入 435,858,354

投資活動収支 -4,128,542,249

【財務活動収支】

  財務活動支出 3,112,211,699

    その他の支出 1,148,607,609

  投資活動収入 3,235,679,024

    国県等補助金収入 964,458,429

    基金取崩収入 1,506,479,210

    貸付金元金回収収入 253,000,000

  投資活動支出 7,364,221,273

    公共施設等整備費支出 4,293,291,092

    基金積立金支出 1,655,322,572

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 267,000,000

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 3,592,383,982

【投資活動収支】

    税収等収入 16,834,326,102

    国県等補助金収入 12,693,750,992

    使用料及び手数料収入 2,214,020,449

    その他の収入 711,608,995

  臨時支出 -

    移転費用支出 18,652,802,657

      補助金等支出 13,679,302,172

      社会保障給付支出 4,969,514,438

      その他の支出 3,986,047

  業務収入 32,453,706,538

    業務費用支出 10,208,519,899

      人件費支出 3,754,085,840

      物件費等支出 5,845,226,566

      支払利息支出 326,376,973

      その他の支出 282,830,520

連結資金収支計算書
自　令和3年4月1日
至　令和4年3月31日

科目 金額

【業務活動収支】

  業務支出 28,861,322,556



④基金の明細 ：国民健康保険会計 （単位：円）

国民健康保険基金財政調整基金 流動 335,939,388 335,939,388 335,939,388

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

合計 ― 335,939,388 0 0 0 335,939,388 335,939,388

合計
(貸借対照表計上額)

(参考)財産に関する
調書記載額

種類 流動・固定 現金預金 有価証券 土地 その他



④基金の明細 ：介護保険会計 （単位：円）

介護給付費準備基金 固定 361,790,595 361,790,595 361,790,595

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

合計 ― 361,790,595 0 0 0 361,790,595 361,790,595

合計
(貸借対照表計上額)

(参考)財産に関する
調書記載額

種類 流動・固定 現金預金 有価証券 土地 その他



⑥長期延滞債権の明細：国民健康保険会計 （単位：円） ⑦未収金の明細 （単位：円）

相手先名または種別 貸借対照表計上額 徴収不能引当金計上額 相手先名または種別 貸借対照表計上額 徴収不能引当金計上額

【税等未収金】 【税等未収金】

一般　医療給付費 86,352,573 6,605,972 一般　医療給付費 38,098,197 0

一般　後期高齢者支援金 31,499,994 2,349,900 一般　後期高齢者支援金 14,708,116 0

一般　介護納付金 12,427,220 1,033,945 一般　介護納付金 5,606,300 0

退職　医療給付費 304,081 9,366 退職　医療給付費 0 0

退職　後期高齢者支援金 106,640 3,157 退職　後期高齢者支援金 0 0

退職　介護納付金 97,746 2,727 退職　介護納付金 0 0

損害賠償金 6,230,000 0

一般保険返納金 2,776,385 0

合計 130,788,254 10,005,067 合計 67,418,998 0



⑥長期延滞債権の明細：後期高齢者医療事業会計 （単位：円） ⑦未収金の明細 （単位：円）

相手先名または種別 貸借対照表計上額 徴収不能引当金計上額 相手先名または種別 貸借対照表計上額 徴収不能引当金計上額

【税等未収金】 【税等未収金】

後期高齢者医療保険料 670,578 43,521 後期高齢者医療保険料 722,500 0

合計 670,578 43,521 合計 722,500 0



⑥長期延滞債権の明細：介護保険会計 （単位：円） ⑦未収金の明細 （単位：円）

相手先名または種別 貸借対照表計上額 徴収不能引当金計上額 相手先名または種別 貸借対照表計上額 徴収不能引当金計上額

【税等未収金】 【税等未収金】

介護保険料 15,427,533 2,721,417 介護保険料 7,303,050 0

返納金 19,897 0

雑入 992,360 0

合計 15,427,533 2,721,417 合計 8,315,307 0



⑤引当金の明細　：国民健康保険会計 （単位：円）

目的使用 その他

徴収不能引当金（固定） 13,613,879 5,869,648 9,478,460 10,005,067

徴収不能引当金（流動） 7,086,999 7,086,999 0

投資損失引当金 0 0

退職手当引当金 36,956,000 419,000 36,537,000

損失補償等引当金 0 0

賞与等引当金 4,039,833 3,499,623 4,039,833 3,499,623

合計 61,696,711 9,369,271 13,518,293 7,505,999 50,041,690

区分 前年度末残高 本年度増加額
本年度減少額

本年度末残高



⑤引当金の明細　：介護保険会計 （単位：円）

目的使用 その他

徴収不能引当金（固定） 3,129,319 3,229,602 3,637,504 2,721,417

徴収不能引当金（流動） 1,361,083 1,361,083 0

投資損失引当金 0 0

退職手当引当金 72,423,000 16,688,000 55,735,000

損失補償等引当金 0 0

賞与等引当金 7,449,329 6,522,640 7,449,329 6,522,640

合計 84,362,731 9,752,242 27,774,833 1,361,083 64,979,057

区分 前年度末残高 本年度増加額
本年度減少額

本年度末残高



⑤引当金の明細　：後期高齢者医療事業会計 （単位：円）

目的使用 その他

徴収不能引当金（固定） 49,225 44,596 50,300 43,521

徴収不能引当金（流動） 55,304 55,304 0

投資損失引当金 0 0

退職手当引当金 0 0

損失補償等引当金 0 0

賞与等引当金 0 0

合計 104,529 44,596 50,300 55,304 43,521

区分 前年度末残高 本年度増加額
本年度減少額

本年度末残高



⑤引当金の明細　：介護認定・障がい者自立支援認定審査会計 （単位：円）

目的使用 その他

徴収不能引当金（固定） 0

徴収不能引当金（流動） 0

投資損失引当金 0

退職手当引当金 0

損失補償等引当金 0

賞与等引当金 843,053 676,180 843,053 676,180

合計 843,053 676,180 843,053 0 676,180

区分 前年度末残高 本年度増加額
本年度減少額

本年度末残高



会計：国民健康保険会計

（１）資金の明細 （単位：円）

種類 本年度末残高

現金

要求払預金 87,853,532

短期投資

・・・・

・・・・

合計 87,853,532

３．資金収支計算書の内容に関する明細



会計：後期高齢者医療事業会計

（１）資金の明細 （単位：円）

種類 本年度末残高

現金

要求払預金 32,890,052

短期投資

・・・・

・・・・

合計 32,890,052

３．資金収支計算書の内容に関する明細



会計：介護保険会計

（１）資金の明細 （単位：円）

種類 本年度末残高

現金

要求払預金 114,650,055

短期投資

・・・・

・・・・

合計 114,650,055

３．資金収支計算書の内容に関する明細



会計：介護認定・障がい者自立支援認定審査会計

（１）資金の明細 （単位：円）

種類 本年度末残高

現金

要求払預金 451,815

短期投資

・・・・

・・・・

合計 451,815

３．資金収支計算書の内容に関する明細


