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Tsugaru City 



【様式第1号】

自治体名：つがる市

会計：連結会計 （単位：百万円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 125,084   固定負債 73,529

    有形固定資産 119,880     地方債等 50,972

      事業用資産 38,560     長期未払金 -

        土地 6,237     退職手当引当金 3,893

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 47     その他 18,664

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 5,244

        建物 82,149     １年内償還予定地方債等 4,494

        建物減価償却累計額 -53,361     未払金 382

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 2,105     前受金 0

        工作物減価償却累計額 -562     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 302

        船舶 -     預り金 57

        船舶減価償却累計額 -     その他 9

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 78,773

        浮標等 - 【純資産の部】

        浮標等減価償却累計額 -   固定資産等形成分 131,551

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -74,532

        航空機 -   他団体出資等分 10

        航空機減価償却累計額 -

        航空機減損損失累計額 -

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 1,945

      インフラ資産 78,760

        土地 684

        土地減損損失累計額 -

        建物 3,698

        建物減価償却累計額 -1,376

        建物減損損失累計額 -

        工作物 130,261

        工作物減価償却累計額 -68,989

        工作物減損損失累計額 -

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 14,482

      物品 10,643

      物品減価償却累計額 -8,084

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 692

      ソフトウェア 125

      その他 567

    投資その他の資産 4,513

      投資及び出資金 5

        有価証券 -

        出資金 2

        その他 3

      長期延滞債権 268

      長期貸付金 5

      基金 4,073

        減債基金 -

        その他 4,073

      その他 204

      徴収不能引当金 -33

  流動資産 10,719

    現金預金 2,779

    未収金 1,467

    短期貸付金 -

    基金 6,468

      財政調整基金 3,504

      減債基金 2,964

    棚卸資産 17

    その他 11

    徴収不能引当金 -22

  繰延資産 - 純資産合計 57,030

資産合計 135,803 負債及び純資産合計 135,803

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：つがる市

会計：連結会計 （単位：百万円）

    資産売却益 24

    その他 32

純行政コスト 35,068

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 34

  臨時利益 56

  臨時損失 41

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 6

    使用料及び手数料 2,500

    その他 643

純経常行政コスト 35,083

      社会保障給付 8,310

      その他 152

  経常収益 3,143

        その他 383

    移転費用 22,602

      補助金等 14,140

      その他の業務費用 800

        支払利息 375

        徴収不能引当金繰入額 42

        維持補修費 627

        減価償却費 5,378

        その他 2

        その他 375

      物件費等 10,187

        物件費 4,181

        職員給与費 3,809

        賞与等引当金繰入額 298

        退職手当引当金繰入額 155

  経常費用 38,225

    業務費用 15,624

      人件費 4,637

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



【様式第3号】

自治体名：つがる市

会計：連結会計 （単位：百万円）

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 56,408 129,134 -72,740 13

  純行政コスト（△） -35,068 -35,057 -12

  財源 35,251 35,242 9

    税収等 18,530 18,522 9

    国県等補助金 16,720 16,720 -

  本年度差額 182 185 -3

  固定資産等の変動（内部変動） 1,200 -2,030

    有形固定資産等の増加 6,325 -7,155

    有形固定資産等の減少 -5,370 5,370

    貸付金・基金等の増加 2,616 -2,616

    貸付金・基金等の減少 -2,371 2,371

  資産評価差額 0 0

  無償所管換等 1,263 1,263

  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 -13 -38 24 -

  その他 20 -23 44

  本年度純資産変動額 623 2,403 -1,777 -3

本年度末純資産残高 57,030 131,551 -74,532 10

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：つがる市

会計：連結会計 （単位：百万円）

前年度末歳計外現金残高 59

本年度歳計外現金増減額 -3

本年度末歳計外現金残高 57

本年度末現金預金残高 2,779

財務活動収支 2,120

本年度資金収支額 5

前年度末資金残高 2,720

比例連結割合変更に伴う差額 -3

本年度末資金残高 2,723

    地方債等償還支出 4,620

    その他の支出 -

  財務活動収入 6,740

    地方債等発行収入 6,318

    その他の収入 422

    資産売却収入 50

    その他の収入 139

投資活動収支 -5,554

【財務活動収支】

  財務活動支出 4,620

    その他の支出 9

  投資活動収入 3,412

    国県等補助金収入 2,310

    基金取崩収入 912

    貸付金元金回収収入 0

  投資活動支出 8,966

    公共施設等整備費支出 8,468

    基金積立金支出 488

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 0

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 32

  臨時収入 34

業務活動収支 3,440

【投資活動収支】

    税収等収入 18,086

    国県等補助金収入 15,205

    使用料及び手数料収入 2,294

    その他の収入 913

  臨時支出 32

    移転費用支出 22,601

      補助金等支出 14,140

      社会保障給付支出 8,310

      その他の支出 151

  業務収入 36,498

    業務費用支出 10,459

      人件費支出 4,507

      物件費等支出 4,731

      支払利息支出 375

      その他の支出 845

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 33,060


