
【様式第1号】

自治体名：津山市

会計：一般会計等 （単位：円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 185,459,208,914   固定負債 73,569,855,717

    有形固定資産 175,321,072,594     地方債 67,530,530,117

      事業用資産 82,841,497,920     長期未払金 -

        土地 20,310,454,274     退職手当引当金 6,026,403,711

        立木竹 554,629,380     損失補償等引当金 12,869,000

        建物 140,074,650,182     その他 52,889

        建物減価償却累計額 -80,841,118,999   流動負債 7,295,350,532

        工作物 9,621,348,541     １年内償還予定地方債 6,138,346,242

        工作物減価償却累計額 -7,069,676,954     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 453,739,520

        航空機 -     預り金 699,972,923

        航空機減価償却累計額 -     その他 3,291,847

        その他 - 負債合計 80,865,206,249

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 191,211,496   固定資産等形成分 191,416,550,138

      インフラ資産 92,044,256,854   余剰分（不足分） -78,160,217,495

        土地 15,112,545,196

        建物 1,963,449,031

        建物減価償却累計額 -1,086,235,009

        工作物 173,831,249,836

        工作物減価償却累計額 -98,004,870,496

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 228,118,296

      物品 3,727,066,215

      物品減価償却累計額 -3,291,748,395

    無形固定資産 3,676,645

      ソフトウェア 853,205

      その他 2,823,440

    投資その他の資産 10,134,459,675

      投資及び出資金 4,530,087,199

        有価証券 69,706,000

        出資金 4,460,381,199

        その他 -

      投資損失引当金 -33,500,839

      長期延滞債権 1,844,279,913

      長期貸付金 891,305,958

      基金 3,004,898,404

        減債基金 -

        その他 3,004,898,404

      その他 -

      徴収不能引当金 -102,610,960

  流動資産 8,662,329,978

    現金預金 1,394,092,576

    未収金 131,152,372

    短期貸付金 108,602,764

    基金 5,848,738,460

      財政調整基金 5,222,528,942

      減債基金 626,209,518

    棚卸資産 1,191,329,551

    その他 -

    徴収不能引当金 -11,585,745 純資産合計 113,256,332,643

資産合計 194,121,538,892 負債及び純資産合計 194,121,538,892

貸借対照表
（令和2年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：津山市

会計：一般会計等 （単位：円）

    その他 645,187

純行政コスト 45,393,282,857

    その他 168,896,378

  臨時利益 32,725,925

    資産売却益 32,080,738

    資産除売却損 180,541,067

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 4,183,000

純経常行政コスト 43,658,882,404

  臨時損失 1,767,126,378

    災害復旧事業費 1,413,505,933

  経常収益 1,241,177,605

    使用料及び手数料 477,777,185

    その他 763,400,420

      社会保障給付 8,086,573,554

      他会計への繰出金 2,949,946,917

      その他 86,503,843

        その他 250,918,903

    移転費用 20,156,796,118

      補助金等 9,033,771,804

      その他の業務費用 612,528,232

        支払利息 261,919,133

        徴収不能引当金繰入額 99,690,196

        維持補修費 1,563,628,417

        減価償却費 6,808,868,764

        その他 -

        その他 796,843,175

      物件費等 16,626,434,564

        物件費 8,253,937,383

        職員給与費 5,648,264,770

        賞与等引当金繰入額 453,739,520

        退職手当引当金繰入額 605,453,630

  経常費用 44,900,060,009

    業務費用 24,743,263,891

      人件費 7,504,301,095

行政コスト計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2年3月31日

科目名 金額



【様式第3号】

自治体名：津山市

会計：一般会計等 （単位：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 118,995,771,805 196,878,684,732 -77,882,912,927

  純行政コスト（△） -45,393,282,857 -45,393,282,857

  財源 40,033,050,134 40,033,050,134

    税収等 28,739,250,027 28,739,250,027

    国県等補助金 11,293,800,107 11,293,800,107

  本年度差額 -5,360,232,723 -5,360,232,723

  固定資産等の変動（内部変動） -5,082,928,155 5,082,928,155

    有形固定資産等の増加 3,575,700,403 -3,575,700,403

    有形固定資産等の減少 -7,019,622,951 7,019,622,951

    貸付金・基金等の増加 832,957,099 -832,957,099

    貸付金・基金等の減少 -2,471,962,706 2,471,962,706

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -378,712,439 -378,712,439

  その他 -494,000 -494,000 -

  本年度純資産変動額 -5,739,439,162 -5,462,134,594 -277,304,568

本年度末純資産残高 113,256,332,643 191,416,550,138 -78,160,217,495

純資産変動計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2年3月31日



【様式第4号】

自治体名：津山市

会計：一般会計等 （単位：円）

前年度末歳計外現金残高 722,624,261

本年度歳計外現金増減額 -22,651,338

本年度末歳計外現金残高 699,972,923

本年度末現金預金残高 1,394,092,576

    その他の収入 25,000,000

財務活動収支 -294,598,397

本年度資金収支額 -411,737,909

前年度末資金残高 1,105,857,562

本年度末資金残高 694,119,653

  財務活動支出 5,947,715,397

    地方債償還支出 5,947,043,397

    その他の支出 672,000

  財務活動収入 5,653,117,000

    地方債発行収入 5,628,117,000

    貸付金元金回収収入 214,265,672

    資産売却収入 86,551,748

    その他の収入 17,800,000

投資活動収支 -1,373,719,016

【財務活動収支】

    貸付金支出 92,037,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 3,118,794,299

    国県等補助金収入 625,919,174

    基金取崩収入 2,174,257,705

【投資活動収支】

  投資活動支出 4,492,513,315

    公共施設等整備費支出 3,575,700,403

    基金積立金支出 822,184,445

    投資及び出資金支出 2,591,467

  臨時支出 1,413,505,933

    災害復旧事業費支出 1,413,505,933

    その他の支出 -

  臨時収入 353,462,000

業務活動収支 1,256,579,504

  業務収入 40,258,537,699

    税収等収入 28,731,753,928

    国県等補助金収入 10,289,418,933

    使用料及び手数料収入 469,776,148

    その他の収入 767,588,690

    移転費用支出 20,156,796,118

      補助金等支出 9,033,771,804

      社会保障給付支出 8,086,573,554

      他会計への繰出支出 2,949,946,917

      その他の支出 86,503,843

    業務費用支出 17,785,118,144

      人件費支出 7,496,657,513

      物件費等支出 9,841,823,690

      支払利息支出 261,919,133

      その他の支出 184,717,808

資金収支計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 37,941,914,262


