
令和３年度決算

連結財務書類

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 134,633,054,948   固定負債 56,892,845,865

    有形固定資産 125,471,953,768     地方債等 30,391,972,586

      事業用資産 31,011,802,649     長期未払金 213,362,690

        土地 13,868,750,926     退職手当引当金 4,244,096,222

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 -     その他 22,043,414,367

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 4,696,009,720

        建物 45,529,157,712     １年内償還予定地方債等 3,295,341,499

        建物減価償却累計額 -28,873,358,174     未払金 649,625,702

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 1,570,876,294     前受金 1,651,959

        工作物減価償却累計額 -1,088,497,109     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 233,857,952

        船舶 -     預り金 458,226,133

        船舶減価償却累計額 -     その他 57,306,475

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 61,588,855,585

        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 139,867,587,457

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -54,795,333,987

        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 10,284,753,547

      物品減価償却累計額 -7,560,411,566

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 2,765,280,839

      ソフトウェア 980,128,817

      その他 1,785,152,022

    投資その他の資産 6,395,820,341

      投資及び出資金 558,228,000

        有価証券 531,511,000

        出資金 10,951,700

        その他 15,765,300

      長期延滞債権 311,243,784

      長期貸付金 252,000,000

      基金 4,688,638,364

        減債基金 -

        その他 4,688,638,364

      その他 611,226,710

      徴収不能引当金 -25,516,517

  流動資産 12,028,054,107

    現金預金 6,332,060,638

    未収金 454,514,481

    短期貸付金 -

    基金 5,234,532,509

      財政調整基金 4,880,330,633

      減債基金 354,201,876

    棚卸資産 8,817,911

    その他 1,280,270

    徴収不能引当金 -3,151,702

  繰延資産 - 純資産合計 85,072,253,470

資産合計 146,661,109,055 負債及び純資産合計 146,661,109,055

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 193,023

    その他 -

純行政コスト 37,841,847,335

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 193,023

  臨時損失 51,783,866

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 51,783,866

    使用料及び手数料 2,286,133,161

    その他 863,058,741

純経常行政コスト 37,790,256,492

      社会保障給付 11,117,249,220

      その他 1,153,055,426

  経常収益 3,149,191,902

        その他 583,931,893

    移転費用 24,746,031,883

      補助金等 12,475,727,237

      その他の業務費用 914,830,238

        支払利息 328,018,196

        徴収不能引当金繰入額 2,880,149

        維持補修費 441,652,251

        減価償却費 4,396,914,440

        その他 -

        その他 826,078,439

      物件費等 10,885,163,403

        物件費 6,046,596,712

        職員給与費 3,171,744,654

        賞与等引当金繰入額 230,240,952

        退職手当引当金繰入額 165,358,825

  経常費用 40,939,448,394

    業務費用 16,193,416,511

      人件費 4,393,422,870

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 85,963,930,899 138,989,387,706 -53,025,456,807 -

  純行政コスト（△） -37,841,847,335 -37,841,847,335 -

  財源 37,354,871,669 37,354,871,669 -

    税収等 21,190,998,830 21,190,998,830 -

    国県等補助金 16,163,872,839 16,163,872,839 -

  本年度差額 -486,975,666 -486,975,666 -

  固定資産等の変動（内部変動） -314,062,370 314,062,370

    有形固定資産等の増加 4,684,919,319 -4,684,919,319

    有形固定資産等の減少 -5,553,348,097 5,553,348,097

    貸付金・基金等の増加 2,111,086,133 -2,111,086,133

    貸付金・基金等の減少 -1,556,719,725 1,556,719,725

  資産評価差額 -1,851,213 -1,851,213

  無償所管換等 1,167,658 1,167,658

  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 30,644,790 40,796,172 -10,151,382 -

  その他 -434,662,998 1,152,149,504 -1,586,812,502

  本年度純資産変動額 -891,677,429 878,199,751 -1,769,877,180 -

本年度末純資産残高 85,072,253,470 139,867,587,457 -54,795,333,987 -

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 462,935,792

本年度歳計外現金増減額 -4,709,659

本年度末歳計外現金残高 458,226,133

本年度末現金預金残高 6,332,060,638

財務活動収支 331,115,457

本年度資金収支額 -315,922,758

前年度末資金残高 6,183,606,409

比例連結割合変更に伴う差額 6,150,854

本年度末資金残高 5,873,834,505

    地方債等償還支出 3,243,180,244

    その他の支出 981,176

  財務活動収入 3,575,276,877

    地方債等発行収入 3,575,276,877

    その他の収入 -

    資産売却収入 76,076,054

    その他の収入 435,858,354

投資活動収支 -4,358,121,510

【財務活動収支】

  財務活動支出 3,244,161,420

    その他の支出 1,148,607,609

  投資活動収入 3,285,713,904

    国県等補助金収入 967,384,562

    基金取崩収入 1,553,394,934

    貸付金元金回収収入 253,000,000

  投資活動支出 7,643,835,414

    公共施設等整備費支出 4,468,165,802

    基金積立金支出 1,760,062,003

    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 3,711,083,295

【投資活動収支】

    税収等収入 20,492,257,044

    国県等補助金収入 15,324,007,367

    使用料及び手数料収入 2,282,383,066

    その他の収入 750,968,029

  臨時支出 -

    移転費用支出 23,597,424,274

      補助金等支出 12,475,727,237

      社会保障給付支出 11,117,249,220

      その他の支出 4,447,817

  業務収入 38,849,615,506

    業務費用支出 11,541,107,937

      人件費支出 4,254,275,711

      物件費等支出 6,421,989,100

      支払利息支出 328,018,196

      その他の支出 536,824,930

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 35,138,532,211


