
【様式第1号】

自治体名：魚津市

会計：全体会計 （単位：百万円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 90,192   固定負債 53,956

    有形固定資産 86,740     地方債等 34,786

      事業用資産 27,548     長期未払金 481

        土地 13,817     退職手当引当金 3,125

        立木竹 152     損失補償等引当金 15

        建物 36,449     その他 15,549

        建物減価償却累計額 -23,324   流動負債 3,947

        工作物 878     １年内償還予定地方債等 2,882

        工作物減価償却累計額 -423     未払金 340

        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 217

        航空機 -     預り金 365

        航空機減価償却累計額 -     その他 143

        その他 - 負債合計 57,902

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 -   固定資産等形成分 90,665

      インフラ資産 56,298   余剰分（不足分） -55,430

        土地 2,298   他団体出資等分 -

        建物 11,991

        建物減価償却累計額 -6,610

        工作物 79,836

        工作物減価償却累計額 -31,464

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 246

      物品 5,524

      物品減価償却累計額 -2,630

    無形固定資産 33

      ソフトウェア 12

      その他 21

    投資その他の資産 3,419

      投資及び出資金 440

        有価証券 97

        出資金 343

        その他 -

      長期延滞債権 558

      長期貸付金 57

      基金 2,401

        減債基金 28

        その他 2,373

      その他 -

      徴収不能引当金 -36

  流動資産 2,945

    現金預金 2,104

    未収金 337

    短期貸付金 10

    基金 462

      財政調整基金 462

      減債基金 -

    棚卸資産 21

    その他 18

    徴収不能引当金 -7

  繰延資産 - 純資産合計 35,235

資産合計 93,137 負債及び純資産合計 93,137

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：魚津市

会計：全体会計 （単位：百万円）

    資産売却益 2

    その他 9

純行政コスト 23,652

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 5

  臨時利益 11

  臨時損失 147

    災害復旧事業費 43

    資産除売却損 99

    使用料及び手数料 1,547

    その他 444

純経常行政コスト 23,517

      社会保障給付 2,924

      その他 17

  経常収益 1,991

        その他 199

    移転費用 14,600

      補助金等 11,659

      その他の業務費用 649

        支払利息 433

        徴収不能引当金繰入額 17

        維持補修費 689

        減価償却費 3,422

        その他 -

        その他 435

      物件費等 7,332

        物件費 3,220

        職員給与費 2,071

        賞与等引当金繰入額 217

        退職手当引当金繰入額 204

  経常費用 25,507

    業務費用 10,907

      人件費 2,927

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：魚津市

会計：全体会計 （単位：百万円）

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 34,571 89,652 -55,081 -

  純行政コスト（△） -23,652 -23,652 -

  財源 23,573 23,573 -

    税収等 14,828 14,828 -

    国県等補助金 8,745 8,745 -

  本年度差額 -80 -80 -

  固定資産等の変動（内部変動） -895 895

    有形固定資産等の増加 2,332 -2,332

    有形固定資産等の減少 -3,422 3,422

    貸付金・基金等の増加 1,154 -1,154

    貸付金・基金等の減少 -959 959

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 57 57

  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 - - - -

  その他 686 1,850 -1,165

  本年度純資産変動額 663 1,012 -349 -

本年度末純資産残高 35,235 90,665 -55,430 -

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：魚津市

会計：全体会計 （単位：百万円）

前年度末歳計外現金残高 339

本年度歳計外現金増減額 7

本年度末歳計外現金残高 346

本年度末現金預金残高 2,104

財務活動収支 -1,171

本年度資金収支額 -19

前年度末資金残高 1,777

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 1,758

    地方債等償還支出 4,908

    その他の支出 594

  財務活動収入 4,331

    地方債等発行収入 3,991

    その他の収入 340

    資産売却収入 2

    その他の収入 223

投資活動収支 -958

【財務活動収支】

  財務活動支出 5,502

    その他の支出 2

  投資活動収入 1,458

    国県等補助金収入 438

    基金取崩収入 181

    貸付金元金回収収入 612

  投資活動支出 2,416

    公共施設等整備費支出 1,422

    基金積立金支出 380

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 611

    災害復旧事業費支出 43

    その他の支出 104

  臨時収入 34

業務活動収支 2,110

【投資活動収支】

    税収等収入 14,613

    国県等補助金収入 7,928

    使用料及び手数料収入 1,489

    その他の収入 444

  臨時支出 147

    移転費用支出 15,004

      補助金等支出 12,063

      社会保障給付支出 2,924

      その他の支出 17

  業務収入 24,475

    業務費用支出 7,248

      人件費支出 2,717

      物件費等支出 3,900

      支払利息支出 433

      その他の支出 198

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 22,252


