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統一的な基準による 

連結財務書類 

(平成 29年 3月 31日) 

Tsugaru City 



（単位：百万円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 98,102 固定負債 49,531 ※

有形固定資産 93,980 ※ 地方債等 39,172
事業用資産 36,514 ※ 長期未払金 0

土地 5,493 退職手当引当金 4,783
立木竹 47 損失補償等引当金 37
建物 77,218 その他 5,538
建物減価償却累計額 △ 47,061 流動負債 3,984
工作物 803 1年内償還予定地方債等 3,296
工作物減価償却累計額 △ 325 未払金 191
船舶 0 未払費用 0
船舶減価償却累計額 0 前受金 0
浮標等 0 前受収益 0
浮標等減価償却累計額 0 賞与等引当金 290
航空機 0 預り金 49
航空機減価償却累計額 0 その他 158
その他 0 53,515
その他減価償却累計額 0 【純資産の部】
建設仮勘定 338 固定資産等形成分 106,162

インフラ資産 55,990 ※ 余剰分（不足分） △ 49,152
土地 271 他団体出資等分 16
建物 1,771
建物減価償却累計額 △ 1,221
工作物 105,400
工作物減価償却累計額 △ 59,754
その他 1,484
その他減価償却累計額 △ 1,043
建設仮勘定 9,083

物品 7,016
物品減価償却累計額 △ 5,541

無形固定資産 27
ソフトウェア 26
その他 1

投資その他の資産 4,096
投資及び出資金 320

有価証券 0
出資金 95
その他 225

長期延滞債権 597
長期貸付金 8
基金 3,109

減債基金 0
その他 3,109

その他 108
徴収不能引当金 △ 46

流動資産 12,439 ※

現金預金 3,447
未収金 878
短期貸付金 0
基金 8,125 ※

財政調整基金 5,145
減債基金 2,981

棚卸資産 7
その他 7
徴収不能引当金 △ 25

繰延資産 0 57,026
110,541 110,541

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

負債合計

純資産合計
資産合計 負債及び純資産合計

連結貸借対照表
（平成２９年３月３１日現在）

科目 金額 科目 金額



（単位：百万円）

経常費用 38,402 ※

業務費用 15,125
人件費 4,994

職員給与費 4,034
賞与等引当金繰入額 287
退職手当引当金繰入額 408
その他 265

物件費等 8,811
物件費 3,837
維持補修費 534
減価償却費 4,343
その他 97

その他の業務費用 1,321 ※

支払利息 426
徴収不能引当金繰入額 47
その他 847

移転費用 23,277 ※

補助金等 5,252
社会保障給付 17,628
他会計への繰出金 0
その他 396

経常収益 3,150 ※

使用料及び手数料 2,365
その他 784

純経常行政コスト △ 35,252
臨時損失 23 ※

災害復旧事業費 17
資産除売却損 3
損失補償等引当金繰入額 0
その他 4

臨時利益 885
資産売却益 17
その他 868

純行政コスト △ 34,391 ※

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

連結行政コスト計算書
自　平成２８年４月１日　

至　平成２９年３月３１日

科目 金額



（単位：百万円）

前年度末純資産残高 60,602 109,121 △ 48,537 18

純行政コスト（△） △ 34,391 △ 34,372 △ 19

財源 34,901 ※ 34,884 ※ 17

税収等 22,544 22,544 0

国県等補助金 12,358 12,341 17

本年度差額 510 512 △ 2

固定資産等の変動（内部変動） 1,291 ※ △ 1,291 ※

有形固定資産等の増加 7,005 △ 7,005

有形固定資産等の減少 △ 6,942 6,942

貸付金・基金等の増加 2,774 △ 2,774

貸付金・基金等の減少 △ 1,547 1,547

資産評価差額 0 0

無償所管換等 468 468

他団体出資等分の増加 0 0

他団体出資等分の減少 0 0

比例連結割合変更に伴う差額 0 0

その他 △ 4,555 ※ △ 4,718 164

本年度純資産変動額 △ 3,576 △ 2,959 △ 615 △ 2

本年度末純資産残高 57,026 106,162 △ 49,152 16

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

連結純資産変動計算書
自　平成２８年４月１日　

至　平成２９年３月３１日

科目 合計 固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）

他団体出資等分



（単位：百万円）

【業務活動収支】
業務支出 33,538 ※

業務費用支出 10,219 ※

人件費支出 4,505
物件費等支出 4,850
支払利息支出 426
その他の支出 437

移転費用支出 23,319
補助金等支出 8,464
社会保障給付支出 14,459
他会計への繰出支出 0
その他の支出 396

業務収入 37,263 ※

税収等収入 22,289
国県等補助金収入 10,843
使用料及び手数料収入 2,222
その他の収入 1,910

臨時支出 21
災害復旧事業費支出 17
その他の支出 4

臨時収入 2
業務活動収支 3,706
【投資活動収支】

投資活動支出 6,827
公共施設等整備費支出 4,839
基金積立金支出 1,971
投資及び出資金支出 0
貸付金支出 1
その他の支出 16

投資活動収入 2,999 ※

国県等補助金収入 1,740
基金取崩収入 1,189
貸付金元金回収収入 1
資産売却収入 40
その他の収入 30

投資活動収支 △ 3,828
【財務活動収支】

財務活動支出 3,508
地方債等償還支出 3,508
その他の支出 0

財務活動収入 4,028
地方債等発行収入 3,994
その他の収入 34

財務活動収支 520
398

2,999
0

3,397

前年度末歳計外現金残高 4
本年度歳計外現金増減額 46
本年度末歳計外現金残高 50
本年度末現金預金残高 3,447

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

前年度末資金残高
比例連結割合変更に伴う差額
本年度末資金残高

連結資金収支計算書
自　平成２８年４月１日　
至　平成２９年３月３１日

科目 金額

本年度資金収支額



連結財務書類における注記 
１．追加情報 
（１）対象範囲（対象とする会計名） 
普通会計：一般会計 
公営事業：国民健康保険特別会計 ： 全部連結 

後期高齢者医療特別会計    ： 全部連結 
介護保険特別会計 ： 全部連結 

一部事務組合、広域連合： 
市町村総合事務組合      ： 比例連結( 8.5％) 
西北五広域福祉事務組合    ： 比例連結(22.76%) 
青森県後期高齢者医療広域連合 ： 比例連結( 3.95%) 
西北五環境整備事務組合    ： 比例連結(25.6%) 
青森県交通災害共済組合    ： 比例連結( 2.54%) 
つがる西北五広域連合 ： 比例連結(16.24%) 
津軽広域水道企業団西北事業部 ： 比例連結(90.2%) 
青森県市長会館管理組合    ： 比例連結( 4.27%) 

地方三公社： 
土地開発公社         ： 全部連結 

第三セクター： 
つがる地球村株式会社     ： 全部連結(出資割合60％) 
(一般財団法人)屏風山野菜振興会： 全部連結(出資割合33.98%) 

対象外 
公営企業会計： 

農業集落排水事業特別会計：※ 
公共下水道事業特別会計 ：※ 

※ 農業集落排水事業特別会計及び公共下水道事業特別会計分は平成 32 年度から
公営企業法の一部適用（財務適用）を予定していることから平成 32 年度決算分
から対象となります。 

（２）地方自治法第235条の 5に基づき出納整理期間が設けられている会計においては、出
納整理期間における現金の受払い等を終了した後の計数をもって会計年度末の計数とし
ています。 

（３）百万円未満を四捨五入して表示しているため、合計金額が一致しない場合があります。 
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