
【様式第1号】

自治体名：津山市

会計：全体会計 （単位：円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 281,265,009,254   固定負債 141,520,102,204

    有形固定資産 269,137,419,591     地方債 101,431,203,590

      事業用資産 79,863,585,244     長期未払金 -

        土地 20,359,135,783     退職手当引当金 6,238,461,396

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

        建物 140,596,856,073     その他 33,833,412,218

        建物減価償却累計額 -84,239,402,521   流動負債 12,179,395,322

        工作物 9,871,826,455     １年内償還予定地方債 9,952,268,044

        工作物減価償却累計額 -7,298,843,926     未払金 842,735,526

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 2,447,523

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 543,719,157

        航空機 -     預り金 828,436,788

        航空機減価償却累計額 -     その他 9,788,284

        その他 - 負債合計 153,699,497,526

        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 286,690,889,914

      インフラ資産 181,583,466,962   余剰分（不足分） -144,546,012,474

        土地 19,010,157,864

        建物 3,944,864,673

        建物減価償却累計額 -1,772,393,778

        工作物 289,276,365,045

        工作物減価償却累計額 -130,415,152,143

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 1,539,625,301

      物品 19,201,356,721

      物品減価償却累計額 -11,510,989,336

    無形固定資産 595,699,747

      ソフトウェア 426,605

      その他 595,273,142

    投資その他の資産 11,531,889,916

      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 1,851,321,737

      長期貸付金 803,430,000

      基金 4,403,375,991

        減債基金 -

        その他 4,403,375,991

      その他 -

      徴収不能引当金 -121,071,127

  流動資産 14,579,365,712

    現金預金 6,743,235,549

    未収金 1,437,914,856

    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 687,209,966

    その他 342,394,955

    徴収不能引当金 -57,270,274 純資産合計 142,144,877,440

資産合計 295,844,374,966 負債及び純資産合計 295,844,374,966

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：全体会計 （単位：円）

    その他 3,186,393

純行政コスト 74,494,206,021

    その他 780,961

  臨時利益 43,533,854

    資産売却益 40,347,461

    資産除売却損 47,543,592

    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 74,070,521,627

  臨時損失 467,218,248

    災害復旧事業費 414,737,695

  経常収益 4,545,249,668

    使用料及び手数料 3,463,892,871

    その他 1,081,356,797

      社会保障給付 7,764,154,039

      他会計への繰出金 -

      その他 24,544,689

        その他 845,302,578

    移転費用 46,619,071,236

      補助金等 38,830,372,508

      その他の業務費用 1,530,387,798

        支払利息 612,870,107

        徴収不能引当金繰入額 72,215,113

        維持補修費 1,369,062,407

        減価償却費 10,511,196,595

        その他 -

        その他 1,228,809,750

      物件費等 22,308,466,004

        物件費 10,428,207,002

        職員給与費 5,818,266,510

        賞与等引当金繰入額 528,346,553

        退職手当引当金繰入額 582,423,444

  経常費用 78,615,771,295

    業務費用 31,996,700,059

      人件費 8,157,846,257

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 金額



【様式第3号】

自治体名：津山市

会計：全体会計 （単位：円）

固定資産
等形成分

余剰分
(不足分)

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

  純行政コスト（△） -74,494,206,021 -74,494,206,021

  財源 71,887,616,718 71,887,616,718

    税収等 36,380,889,145 36,380,889,145

    国県等補助金 35,506,727,573 35,506,727,573

  本年度差額 -2,606,589,303 -2,606,589,303

  固定資産等の変動（内部変動） -7,426,918,598 7,426,918,598

    有形固定資産等の増加 3,834,996,797 -3,834,996,797

    有形固定資産等の減少 -10,552,872,368 10,552,872,368

    貸付金・基金等の増加 1,410,705,324 -1,410,705,324

    貸付金・基金等の減少 -2,119,748,351 2,119,748,351

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 151,006,401 151,006,401

  その他 -518,000 -518,000 -

  本年度純資産変動額 -2,456,100,902 -7,276,430,197 4,820,329,295

本年度末純資産残高 142,144,877,440 286,690,889,914 -144,546,012,474

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

科目 合計



【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 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 6,743,235,549

    その他の収入 25,000,000

財務活動収支 -3,978,602,963

本年度資金収支額 37,095,008

前年度末資金残高 5,999,518,167

本年度末資金残高 6,036,613,175

  財務活動支出 11,015,581,963

    地方債償還支出 11,015,357,963

    その他の支出 224,000

  財務活動収入 7,036,979,000

    地方債発行収入 7,011,979,000

    貸付金元金回収収入 206,148,826

    資産売却収入 57,150,642

    その他の収入 507,285,226

投資活動収支 -2,639,429,717

【財務活動収支】

    貸付金支出 90,769,000

    その他の支出 12,972,788

  投資活動収入 2,988,487,025

    国県等補助金収入 380,906,086

    基金取崩収入 1,836,996,245

【投資活動収支】

  投資活動支出 5,627,916,742

    公共施設等整備費支出 4,206,330,508

    基金積立金支出 1,221,422,608

    投資及び出資金支出 96,421,838

  臨時支出 415,518,656

    災害復旧事業費支出 414,737,695

    その他の支出 780,961

  臨時収入 238,677,276

業務活動収支 6,655,127,688

  業務収入 74,596,699,897

    税収等収入 36,190,572,631

    国県等補助金収入 33,930,038,358

    使用料及び手数料収入 3,389,549,193

    その他の収入 1,086,539,715

    移転費用支出 46,619,066,336

      補助金等支出 38,830,372,508

      社会保障給付支出 7,764,154,039

      他会計への繰出支出 -

      その他の支出 24,539,789

    業務費用支出 21,145,664,493

      人件費支出 8,138,326,858

      物件費等支出 11,823,889,228

      支払利息支出 612,870,107

      その他の支出 570,578,300

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 金額

【業務活動収支】

  業務支出 67,764,730,829


