
【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 180,174,837,871   固定負債 71,171,205,289

    有形固定資産 170,390,391,558     地方債 65,181,085,893

      事業用資産 79,820,751,366     長期未払金 -

        土地 20,316,301,906     退職手当引当金 5,973,094,396

        立木竹 554,629,380     損失補償等引当金 17,025,000

        建物 140,451,639,873     その他 -

        建物減価償却累計額 -84,094,186,322   流動負債 7,261,001,996

        工作物 9,871,826,455     １年内償還予定地方債 6,067,797,204

        工作物減価償却累計額 -7,298,843,926     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 485,011,809

        航空機 -     預り金 706,622,374

        航空機減価償却累計額 -     その他 1,570,609

        その他 - 負債合計 78,432,207,285

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 19,384,000   固定資産等形成分 185,600,718,531

      インフラ資産 90,145,595,011   余剰分（不足分） -75,781,534,570

        土地 15,627,640,150

        建物 1,983,241,561

        建物減価償却累計額 -1,146,187,175

        工作物 174,678,478,832

        工作物減価償却累計額 -101,220,811,042

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 223,232,685

      物品 3,781,665,309

      物品減価償却累計額 -3,357,620,128

    無形固定資産 3,227,935

      ソフトウェア 426,605

      その他 2,801,330

    投資その他の資産 9,781,218,378

      投資及び出資金 4,626,509,037

        有価証券 124,706,000

        出資金 4,501,803,037

        その他 -

      投資損失引当金 -31,675,722

      長期延滞債権 1,767,467,969

      長期貸付金 803,430,000

      基金 2,718,399,686

        減債基金 -

        その他 2,718,399,686

      その他 -

      徴収不能引当金 -102,912,592

  流動資産 8,076,553,375

    現金預金 1,793,880,543

    未収金 207,661,071

    短期貸付金 97,139,958

    基金 5,328,740,702

      財政調整基金 4,724,934,458

      減債基金 603,806,244

    棚卸資産 669,025,185

    その他 -

    徴収不能引当金 -19,894,084 純資産合計 109,819,183,961

資産合計 188,251,391,246 負債及び純資産合計 188,251,391,246

貸借対照表
（令和3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 1,825,117

純行政コスト 56,359,418,417

    その他 -

  臨時利益 42,172,578

    資産売却益 40,347,461

    資産除売却損 25,647,084

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 4,156,000

純経常行政コスト 55,957,050,216

  臨時損失 444,540,779

    災害復旧事業費 414,737,695

  経常収益 1,023,563,508

    使用料及び手数料 429,283,326

    その他 594,280,182

      社会保障給付 7,752,168,709

      他会計への繰出金 3,018,431,316

      その他 24,376,625

        その他 748,564,679

    移転費用 31,916,672,112

      補助金等 21,121,695,462

      その他の業務費用 1,012,086,068

        支払利息 211,013,291

        徴収不能引当金繰入額 52,508,098

        維持補修費 1,157,745,633

        減価償却費 6,953,623,384

        その他 -

        その他 1,169,081,460

      物件費等 16,527,320,279

        物件費 8,415,951,262

        職員給与費 5,313,922,852

        賞与等引当金繰入額 485,011,809

        退職手当引当金繰入額 556,519,144

  経常費用 56,980,613,724

    業務費用 25,063,941,612

      人件費 7,524,535,265

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：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 113,256,332,643 191,416,550,138 -78,160,217,495

  純行政コスト（△） -56,359,418,417 -56,359,418,417

  財源 52,837,445,034 52,837,445,034

    税収等 28,990,999,397 28,990,999,397

    国県等補助金 23,846,445,637 23,846,445,637

  本年度差額 -3,521,973,383 -3,521,973,383

  固定資産等の変動（内部変動） -5,900,656,308 5,900,656,308

    有形固定資産等の増加 1,956,530,202 -1,956,530,202

    有形固定資産等の減少 -6,973,002,649 6,973,002,649

    貸付金・基金等の増加 1,169,235,485 -1,169,235,485

    貸付金・基金等の減少 -2,053,419,346 2,053,419,346

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 85,342,701 85,342,701

  その他 -518,000 -518,000 -

  本年度純資産変動額 -3,437,148,682 -5,815,831,607 2,378,682,925

本年度末純資産残高 109,819,183,961 185,600,718,531 -75,781,534,570

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：津山市

会計：一般会計等 （単位：円）

前年度末歳計外現金残高 699,972,923

本年度歳計外現金増減額 6,649,451

本年度末歳計外現金残高 706,622,374

本年度末現金預金残高 1,793,880,543

    その他の収入 25,000,000

財務活動収支 -2,395,217,262

本年度資金収支額 393,138,516

前年度末資金残高 694,119,653

本年度末資金残高 1,087,258,169

  財務活動支出 6,150,196,262

    地方債償還支出 6,149,972,262

    その他の支出 224,000

  財務活動収入 3,754,979,000

    地方債発行収入 3,729,979,000

    貸付金元金回収収入 206,148,826

    資産売却収入 56,750,642

    その他の収入 19,562,000

投資活動収支 -496,062,296

【財務活動収支】

    貸付金支出 90,769,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 2,627,611,513

    国県等補助金収入 558,700,800

    基金取崩収入 1,786,449,245

【投資活動収支】

  投資活動支出 3,123,673,809

    公共施設等整備費支出 1,956,530,202

    基金積立金支出 979,952,769

    投資及び出資金支出 96,421,838

  臨時支出 414,737,695

    災害復旧事業費支出 414,737,695

    その他の支出 -

  臨時収入 237,316,000

業務活動収支 3,284,418,074

  業務収入 52,955,363,529

    税収等収入 28,915,068,398

    国県等補助金収入 23,025,428,837

    使用料及び手数料収入 421,476,309

    その他の収入 593,389,985

    移転費用支出 31,916,672,112

      補助金等支出 21,121,695,462

      社会保障給付支出 7,752,168,709

      他会計への繰出支出 3,018,431,316

      その他の支出 24,376,625

    業務費用支出 17,576,851,648

      人件費支出 7,546,572,291

      物件費等支出 9,596,367,895

      支払利息支出 211,013,291

      その他の支出 222,898,171

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 49,493,523,760


