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Tsugaru City 



【様式第1号】

自治体名：つがる市

会計：一般会計等 （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 84,452   固定負債 39,065

    有形固定資産 73,126     地方債 35,698

      事業用資産 36,006     長期未払金 -

        土地 6,200     退職手当引当金 3,368

        立木竹 47     損失補償等引当金 -

        建物 77,876     その他 -

        建物減価償却累計額 -50,779   流動負債 3,624

        工作物 1,170     １年内償還予定地方債 3,354

        工作物減価償却累計額 -453     未払金 0

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 -

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 215

        航空機 -     預り金 54

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 42,689

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 1,945   固定資産等形成分 89,592

      インフラ資産 36,126   余剰分（不足分） -42,030

        土地 407

        建物 1,672

        建物減価償却累計額 -999

        工作物 97,166

        工作物減価償却累計額 -62,895

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 775

      物品 6,577

      物品減価償却累計額 -5,583

    無形固定資産 17

      ソフトウェア 16

      その他 0

    投資その他の資産 11,310

      投資及び出資金 7,193

        有価証券 -

        出資金 143

        その他 7,050

      投資損失引当金 -18

      長期延滞債権 115

      長期貸付金 5

      基金 4,030

        減債基金 -

        その他 4,030

      その他 -

      徴収不能引当金 -17

  流動資産 5,799

    現金預金 645

    未収金 17

    短期貸付金 -

    基金 5,140

      財政調整基金 2,176

      減債基金 2,964

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -3 純資産合計 47,562

資産合計 90,251 負債及び純資産合計 90,251

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：一般会計等 （単位：百万円）

    その他 -

純行政コスト 23,468

    その他 -

  臨時利益 24

    資産売却益 24

    資産除売却損 6

    投資損失引当金繰入額 1

    損失補償等引当金繰入額 -

純経常行政コスト 23,484

  臨時損失 7

    災害復旧事業費 -

  経常収益 681

    使用料及び手数料 341

    その他 341

      社会保障給付 4,294

      他会計への繰出金 2,453

      その他 26

        その他 54

    移転費用 13,350

      補助金等 6,576

      その他の業務費用 231

        支払利息 157

        徴収不能引当金繰入額 20

        維持補修費 554

        減価償却費 4,048

        その他 -

        その他 308

      物件費等 7,465

        物件費 2,864

        職員給与費 2,540

        賞与等引当金繰入額 215

        退職手当引当金繰入額 56

  経常費用 24,166

    業務費用 10,816

      人件費 3,119

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：一般会計等 （単位：百万円）

固定資産 
等形成分

余剰分 
(不足分)

前年度末純資産残高 47,764 88,330 -40,567

  純行政コスト（△） -23,468 -23,468

  財源 23,267 23,267

    税収等 13,514 13,514

    国県等補助金 9,752 9,752

  本年度差額 -201 -201

  固定資産等の変動（内部変動） 1,262 -1,262

    有形固定資産等の増加 4,908 -4,908

    有形固定資産等の減少 -4,049 4,049

    貸付金・基金等の増加 2,226 -2,226

    貸付金・基金等の減少 -1,823 1,823

  資産評価差額 0 0

  無償所管換等 0 0

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -201 1,262 -1,463

本年度末純資産残高 47,562 89,592 -42,030

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：一般会計等 （単位：百万円）

前年度末歳計外現金残高 58

本年度歳計外現金増減額 -4

本年度末歳計外現金残高 54

本年度末現金預金残高 645

    その他の収入 -

財務活動収支 1,625

本年度資金収支額 212

前年度末資金残高 379

本年度末資金残高 591

  財務活動支出 3,360

    地方債償還支出 3,360

    その他の支出 -

  財務活動収入 4,985

    地方債発行収入 4,985

    貸付金元金回収収入 0

    資産売却収入 40

    その他の収入 -

投資活動収支 -3,948

【財務活動収支】

    貸付金支出 0

    その他の支出 -

  投資活動収入 2,067

    国県等補助金収入 1,437

    基金取崩収入 589

【投資活動収支】

  投資活動支出 6,015

    公共施設等整備費支出 4,908

    基金積立金支出 277

    投資及び出資金支出 830

  臨時支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 2,536

  業務収入 22,586

    税収等収入 13,514

    国県等補助金収入 8,315

    使用料及び手数料収入 341

    その他の収入 416

    移転費用支出 13,350

      補助金等支出 6,576

      社会保障給付支出 4,294

      他会計への繰出支出 2,453

      その他の支出 26

    業務費用支出 6,700

      人件費支出 3,071

      物件費等支出 3,418

      支払利息支出 157

      その他の支出 54

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 20,050


