
【様式第1号】

自治体名：津山市

会計：連結会計 （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 310,088,009,180   固定負債 161,062,167,837

    有形固定資産 295,328,443,000     地方債等 115,810,593,074

      事業用資産 99,140,564,942     長期未払金 -

        土地 22,651,202,409     退職手当引当金 7,672,159,119

        立木竹 556,646,183     損失補償等引当金 12,869,000

        建物 157,189,865,395     その他 37,566,546,644

        建物減価償却累計額 -87,763,203,780   流動負債 13,694,709,592

        工作物 14,811,506,391     １年内償還予定地方債等 10,884,773,268

        工作物減価償却累計額 -8,502,526,227     未払金 1,195,612,047

        船舶 -     未払費用 31,575,407

        船舶減価償却累計額 -     前受金 12,292,665

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 601,208,727

        航空機 -     預り金 905,892,865

        航空機減価償却累計額 -     その他 63,354,613

        その他 25,463,988 負債合計 174,756,877,429

        その他減価償却累計額 -25,463,988 【純資産の部】

        建設仮勘定 197,074,571   固定資産等形成分 316,092,232,017

      インフラ資産 187,071,850,108   余剰分（不足分） -165,720,383,215

        土地 18,782,214,005   他団体出資等分 1,773,195,812

        建物 4,338,172,380

        建物減価償却累計額 -1,919,362,853

        工作物 290,599,759,947

        工作物減価償却累計額 -125,638,364,622

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 909,431,251

      物品 22,473,273,537

      物品減価償却累計額 -13,357,245,587

    無形固定資産 5,436,318,515

      ソフトウェア 10,641,931

      その他 5,425,676,584

    投資その他の資産 9,323,247,665

      投資及び出資金 352,919,490

        有価証券 49,818,427

        出資金 303,101,063

        その他 -

      長期延滞債権 2,084,013,108

      長期貸付金 1,040,213,034

      基金 5,919,870,510

        減債基金 -

        その他 5,919,870,510

      その他 51,704,296

      徴収不能引当金 -125,472,773

  流動資産 16,772,589,775

    現金預金 7,745,200,873

    未収金 1,277,945,269

    短期貸付金 108,602,764

    基金 5,895,620,073

      財政調整基金 5,269,410,555

      減債基金 626,209,518

    棚卸資産 1,217,695,782

    その他 581,183,569

    徴収不能引当金 -53,658,555

  繰延資産 41,323,088 純資産合計 152,145,044,614

資産合計 326,901,922,043 負債及び純資産合計 326,901,922,043

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：連結会計 （単位：円）

    資産売却益 35,045,808

    その他 3,628,472

純行政コスト 78,654,245,127

    損失補償等引当金繰入額 4,183,000

    その他 172,804,376

  臨時利益 38,674,280

  臨時損失 1,835,247,329

    災害復旧事業費 1,413,505,933

    資産除売却損 244,754,020

    使用料及び手数料 3,984,347,536

    その他 2,750,508,321

純経常行政コスト 76,857,672,078

      社会保障給付 8,088,626,622

      その他 230,042,917

  経常収益 6,734,855,857

        その他 770,200,579

    移転費用 46,544,712,260

      補助金等 38,226,042,721

      その他の業務費用 1,708,354,278

        支払利息 816,537,736

        徴収不能引当金繰入額 121,615,963

        維持補修費 1,686,244,166

        減価償却費 11,700,853,606

        その他 1,558,520

        その他 881,374,889

      物件費等 25,455,220,630

        物件費 12,066,564,338

        職員給与費 7,568,089,235

        賞与等引当金繰入額 583,109,461

        退職手当引当金繰入額 851,667,182

  経常費用 83,592,527,935

    業務費用 37,047,815,675

      人件費 9,884,240,767

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：連結会計 （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 158,166,756,176 323,753,344,079 -167,340,707,092 1,754,119,189

  純行政コスト（△） -78,654,245,127 -78,527,048,257 -127,196,870

  財源 77,079,379,199 76,933,681,090 145,698,109

    税収等 47,515,753,127 47,511,465,129 4,287,998

    国県等補助金 29,563,626,072 29,422,215,961 141,410,111

  本年度差額 -1,574,865,928 -1,593,367,167 18,501,239

  固定資産等の変動（内部変動） -7,746,915,736 7,746,915,736

    有形固定資産等の増加 6,179,822,623 -6,179,822,623

    有形固定資産等の減少 -11,947,358,126 11,947,358,126

    貸付金・基金等の増加 1,140,739,179 -1,140,739,179

    貸付金・基金等の減少 -3,120,119,412 3,120,119,412

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -314,145,899 -314,145,899

  他団体出資等分の増加 -796,628,133 796,628,133

  他団体出資等分の減少 19,712,658 -19,712,658

  比例連結割合変更に伴う差額 -3,687,556,201 372,571,516 -4,060,127,717 -

  その他 -445,143,534 27,378,057 -472,521,591

  本年度純資産変動額 -6,021,711,562 -7,661,112,062 843,983,786 795,416,714

本年度末純資産残高 152,145,044,614 316,092,232,017 -166,496,723,306 2,549,535,903

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：連結会計 （単位：円）

前年度末歳計外現金残高 727,382,592

本年度歳計外現金増減額 -22,083,211

本年度末歳計外現金残高 705,299,381

本年度末現金預金残高 7,745,200,873

財務活動収支 -2,362,738,044

本年度資金収支額 -421,058,645

前年度末資金残高 7,674,365,445

比例連結割合変更に伴う差額 -213,405,308

本年度末資金残高 7,039,901,492

    地方債等償還支出 10,242,218,859

    その他の支出 7,803,059

  財務活動収入 7,887,283,874

    地方債等発行収入 7,834,543,964

    その他の収入 52,739,910

    資産売却収入 86,545,294

    その他の収入 1,213,371,097

投資活動収支 -2,937,447,083

【財務活動収支】

  財務活動支出 10,250,021,918

    その他の支出 15,939,241

  投資活動収入 5,334,892,768

    国県等補助金収入 1,024,662,345

    基金取崩収入 2,783,297,357

    貸付金元金回収収入 227,016,675

  投資活動支出 8,272,339,851

    公共施設等整備費支出 7,027,839,636

    基金積立金支出 1,135,784,368

    投資及び出資金支出 17,032

    貸付金支出 92,759,574

    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 4,879,126,482

【投資活動収支】

    税収等収入 43,369,613,815

    国県等補助金収入 27,787,753,686

    使用料及び手数料収入 3,952,884,766

    その他の収入 2,728,929,568

  臨時支出 1,414,863,208

    移転費用支出 46,654,202,625

      補助金等支出 38,228,730,097

      社会保障給付支出 8,088,626,622

      その他の支出 336,845,906

  業務収入 77,839,181,835

    業務費用支出 25,246,181,367

      人件費支出 9,809,719,834

      物件費等支出 13,876,459,527

      支払利息支出 816,537,736

      その他の支出 743,464,270

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 71,900,383,992


