
【様式第1号】

自治体名：津山市

会計：全体会計 （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 288,009,978,887   固定負債 146,150,465,205

    有形固定資産 275,678,993,478     地方債等 105,487,244,199

      事業用資産 82,884,331,798     長期未払金 -

        土地 20,353,288,151     退職手当引当金 6,288,566,711

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

        建物 140,219,866,382     その他 34,361,785,295

        建物減価償却累計額 -80,986,335,198   流動負債 12,285,260,963

        工作物 9,621,348,541     １年内償還予定地方債等 9,899,606,398

        工作物減価償却累計額 -7,069,676,954     未払金 1,053,126,314

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 2,286,090

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 513,825,423

        航空機 -     預り金 807,083,027

        航空機減価償却累計額 -     その他 9,333,711

        その他 - 負債合計 158,435,726,168

        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 293,967,320,111

      インフラ資産 184,812,660,810   余剰分（不足分） -149,366,341,769

        土地 18,495,006,061   他団体出資等分 -

        建物 3,933,760,665

        建物減価償却累計額 -1,665,772,501

        工作物 287,632,425,819

        工作物減価償却累計額 -124,482,369,593

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 899,610,359

      物品 18,840,252,856

      物品減価償却累計額 -10,858,251,986

    無形固定資産 620,995,030

      ソフトウェア 853,205

      その他 620,141,825

    投資その他の資産 11,709,990,379

      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 1,947,653,684

      長期貸付金 891,305,958

      基金 4,498,951,870

        減債基金 -

        その他 4,498,951,870

      その他 -

      徴収不能引当金 -124,507,493

  流動資産 15,026,725,623

    現金預金 6,699,491,090

    未収金 1,131,843,641

    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 1,205,177,597

    その他 86,129,304

    徴収不能引当金 -53,257,233

  繰延資産 - 純資産合計 144,600,978,342

資産合計 303,036,704,510 負債及び純資産合計 303,036,704,510

連結貸借対照表
（令和2年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：津山市

会計：全体会計 （単位：円）

    資産売却益 32,347,774

    その他 2,107,998

純行政コスト 64,409,911,679

    損失補償等引当金繰入額 4,183,000

    その他 170,253,653

  臨時利益 34,455,772

  臨時損失 1,808,507,477

    災害復旧事業費 1,413,505,933

    資産除売却損 220,564,891

    使用料及び手数料 3,675,414,165

    その他 1,157,397,653

純経常行政コスト 62,635,859,974

      社会保障給付 8,098,612,412

      その他 86,772,021

  経常収益 4,832,811,818

        その他 367,884,540

    移転費用 35,801,043,914

      補助金等 27,615,659,481

      その他の業務費用 1,218,938,359

        支払利息 729,495,443

        徴収不能引当金繰入額 121,558,376

        維持補修費 1,658,430,965

        減価償却費 10,442,462,852

        その他 -

        その他 863,214,240

      物件費等 22,276,565,972

        物件費 10,175,672,155

        職員給与費 6,152,666,947

        賞与等引当金繰入額 495,842,406

        退職手当引当金繰入額 660,399,954

  経常費用 67,468,671,792

    業務費用 31,667,627,878

      人件費 8,172,123,547

連結行政コスト計算書
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：全体会計 （単位：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 150,497,228,915 300,812,894,426 -150,315,665,511 -

  純行政コスト（△） -64,409,911,679 -64,409,911,679 -

  財源 59,296,023,030 59,296,023,030 -

    税収等 36,210,788,510 36,210,788,510 -

    国県等補助金 23,085,234,520 23,085,234,520 -

  本年度差額 -5,113,888,649 -5,113,888,649 -

  固定資産等の変動（内部変動） -6,532,529,791 6,532,529,791

    有形固定資産等の増加 5,948,855,659 -5,948,855,659

    有形固定資産等の減少 -10,693,240,863 10,693,240,863

    貸付金・基金等の増加 835,604,047 -835,604,047

    貸付金・基金等の減少 -2,623,748,634 2,623,748,634

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -312,550,524 -312,550,524

  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 -469,811,400 -494,000 -469,317,400

  本年度純資産変動額 -5,896,250,573 -6,845,574,315 949,323,742 -

本年度末純資産残高 144,600,978,342 293,967,320,111 -149,366,341,769 -

連結純資産変動計算書
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：全体会計 （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 6,699,491,090

財務活動収支 -1,459,551,286

本年度資金収支額 -381,211,524

前年度末資金残高 6,380,729,691

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 5,999,518,167

    地方債等償還支出 9,138,196,286

    その他の支出 672,000

  財務活動収入 7,679,317,000

    地方債等発行収入 7,654,317,000

    その他の収入 25,000,000

    資産売却収入 86,551,748

    その他の収入 1,213,371,097

投資活動収支 -2,883,084,301

【財務活動収支】

  財務活動支出 9,138,868,286

    その他の支出 15,272,223

  投資活動収入 4,851,225,649

    国県等補助金収入 1,022,779,427

    基金取崩収入 2,314,257,705

    貸付金元金回収収入 214,265,672

  投資活動支出 7,734,309,950

    公共施設等整備費支出 6,800,745,545

    基金積立金支出 823,663,715

    投資及び出資金支出 2,591,467

    貸付金支出 92,037,000

    災害復旧事業費支出 1,413,505,933

    その他の支出 1,357,275

  臨時収入 355,191,847

業務活動収支 3,961,424,063

【投資活動収支】

    税収等収入 35,918,295,275

    国県等補助金収入 21,309,362,134

    使用料及び手数料収入 3,643,523,015

    その他の収入 1,162,886,559

  臨時支出 1,414,863,208

    移転費用支出 35,801,043,914

      補助金等支出 27,615,659,481

      社会保障給付支出 8,098,612,412

      その他の支出 86,772,021

  業務収入 62,034,066,983

    業務費用支出 21,211,927,645

      人件費支出 8,222,893,522

      物件費等支出 11,951,701,683

      支払利息支出 729,495,443

      その他の支出 307,836,997

連結資金収支計算書
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 57,012,971,559


