
【様式第1号】

自治体名：津山市

会計：連結会計 （単位：円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 302,173,589,095   固定負債 155,335,029,329

    有形固定資産 287,666,146,651     地方債等 110,860,118,842

      事業用資産 95,231,484,416     長期未払金 -

        土地 22,666,222,623     退職手当引当金 7,560,186,600

        立木竹 556,646,183     損失補償等引当金 17,025,000

        建物 157,682,304,112     その他 36,897,698,887

        建物減価償却累計額 -91,744,064,737   流動負債 13,717,878,840

        工作物 15,117,654,790     １年内償還予定地方債等 10,950,462,472

        工作物減価償却累計額 -9,072,320,218     未払金 1,070,047,487

        船舶 -     未払費用 33,703,805

        船舶減価償却累計額 -     前受金 35,500,275

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 631,778,540

        航空機 -     預り金 926,439,073

        航空機減価償却累計額 -     その他 69,947,188

        その他 24,084,004 負債合計 169,052,908,169

        その他減価償却累計額 -24,084,004 【純資産の部】

        建設仮勘定 25,041,663   固定資産等形成分 307,638,919,641

      インフラ資産 183,791,748,155   余剰分（不足分） -159,743,234,995

        土地 19,295,198,239   他団体出資等分 1,787,485,596

        建物 4,347,993,464

        建物減価償却累計額 -2,033,864,741

        工作物 292,231,162,426

        工作物減価償却累計額 -131,628,667,350

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 1,579,926,117

      物品 22,830,901,197

      物品減価償却累計額 -14,187,987,117

    無形固定資産 5,278,907,799

      ソフトウェア 10,730,928

      その他 5,268,176,871

    投資その他の資産 9,228,534,645

      投資及び出資金 387,065,353

        有価証券 49,814,917

        出資金 337,250,436

        その他 -

      長期延滞債権 1,851,474,791

      長期貸付金 926,812,791

      基金 6,130,761,268

        減債基金 -

        その他 6,130,761,268

      その他 54,342,132

      徴収不能引当金 -121,921,690

  流動資産 16,522,596,288

    現金預金 7,977,843,589

    未収金 1,600,626,348

    短期貸付金 97,139,958

    基金 5,368,190,588

      財政調整基金 4,764,384,344

      減債基金 603,806,244

    棚卸資産 700,412,031

    その他 836,159,141

    徴収不能引当金 -57,775,367

  繰延資産 39,893,028 純資産合計 149,683,170,242

資産合計 318,736,078,411 負債及び純資産合計 318,736,078,411

連結貸借対照表
（令和3年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：津山市

会計：連結会計 （単位：円）

連結行政コスト計算書
自　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日

科目 金額

  経常費用 91,941,849,831

    業務費用 37,087,423,135

      人件費 9,776,886,191

        職員給与費 7,200,791,114

        賞与等引当金繰入額 615,792,935

        退職手当引当金繰入額 709,366,870

        その他 1,250,935,272

      物件費等 25,372,272,050

        物件費 11,966,493,361

        維持補修費 1,402,687,987

        減価償却費 12,002,831,564

        その他 259,138

      その他の業務費用 1,938,264,894

        支払利息 688,071,097

        徴収不能引当金繰入額 72,459,090

        その他 1,177,734,707

    移転費用 54,854,426,696

      補助金等 46,991,648,873

      社会保障給付 7,742,091,771

      その他 120,686,052

  経常収益 5,883,040,432

    使用料及び手数料 3,800,416,125

    その他 2,082,624,307

純経常行政コスト 86,058,809,399

  臨時損失 475,445,244

    災害復旧事業費 414,737,695

    資産除売却損 52,644,314

    損失補償等引当金繰入額 4,156,000

    その他 3,907,235

  臨時利益 45,254,045

    資産売却益 41,154,916

    その他 4,099,129

純行政コスト 86,489,000,598



【様式第3号】

自治体名：津山市

会計：連結会計 （単位：円）

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 152,145,044,614 316,092,232,017 -166,496,723,306 2,549,535,903

  純行政コスト（△） -86,489,000,598 -86,368,942,579 -120,058,019

  財源 83,998,199,892 83,868,426,494 129,773,398

    税収等 41,976,988,007 41,974,006,821 2,981,186

    国県等補助金 42,021,211,885 41,894,419,673 126,792,212

  本年度差額 -2,490,800,706 -2,500,516,085 9,715,379

  固定資産等の変動（内部変動） -8,436,948,914 8,436,948,914

    有形固定資産等の増加 4,036,764,792 -4,036,764,792

    有形固定資産等の減少 -12,044,015,814 12,044,015,814

    貸付金・基金等の増加 2,009,581,715 -2,009,581,715

    貸付金・基金等の減少 -2,439,279,607 2,439,279,607

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 150,870,375 150,870,375

  他団体出資等分の増加 -5,000,000 5,000,000

  他団体出資等分の減少 - -

  比例連結割合変更に伴う差額 -143,255,455 -124,883,146 758,393,377 -776,765,686

  その他 21,311,414 -42,350,691 63,662,105

  本年度純資産変動額 -2,461,874,372 -8,453,312,376 6,753,488,311 -762,050,307

本年度末純資産残高 149,683,170,242 307,638,919,641 -159,743,234,995 1,787,485,596

連結純資産変動計算書
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：連結会計 （単位：円）

連結資金収支計算書
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 79,499,538,703

    業務費用支出 24,554,023,094

      人件費支出 9,579,636,983

      物件費等支出 13,387,464,289

      支払利息支出 688,071,097

      その他の支出 898,850,725

    移転費用支出 54,945,515,609

      補助金等支出 46,991,665,939

      社会保障給付支出 7,742,091,771

      その他の支出 211,757,899

  業務収入 87,971,727,982

    税収等収入 41,765,982,954

    国県等補助金収入 40,444,522,670

    使用料及び手数料収入 3,713,624,501

    その他の収入 2,047,597,857

  臨時支出 416,869,199

    災害復旧事業費支出 414,737,695

    その他の支出 2,131,504

  臨時収入 238,677,276

業務活動収支 8,293,997,356

【投資活動収支】

  投資活動支出 6,431,696,437

    公共施設等整備費支出 4,408,356,343

    基金積立金支出 1,880,498,646

    投資及び出資金支出 36,444,000

    貸付金支出 93,263,857

    その他の支出 13,133,591

  投資活動収入 3,378,587,015

    国県等補助金収入 390,620,079

    基金取崩収入 2,141,325,427

    貸付金元金回収収入 221,216,243

    資産売却収入 58,140,040

    その他の収入 567,285,226

投資活動収支 -3,053,109,422

【財務活動収支】

  財務活動支出 12,169,692,730

    地方債等償還支出 12,135,566,911

    その他の支出 34,125,819

  財務活動収入 7,155,448,414

    地方債等発行収入 7,155,611,511

    その他の収入 -163,097

前年度末歳計外現金残高 705,299,381

本年度歳計外現金増減額 6,188,881

本年度末歳計外現金残高 711,488,262

本年度末現金預金残高 7,977,843,589

財務活動収支 -5,014,244,316

本年度資金収支額 226,643,618

前年度末資金残高 7,039,901,492

比例連結割合変更に伴う差額 -189,783

本年度末資金残高 7,266,355,327


