
【様式第1号】

自治体名：魚津市

会計：連結会計 （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 90,929   固定負債 53,073

    有形固定資産 86,433     地方債等 34,243

      事業用資産 28,351     長期未払金 314

        土地 13,435     退職手当引当金 3,297

        立木竹 152     損失補償等引当金 0

        建物 37,102     その他 15,220

        建物減価償却累計額 -24,167   流動負債 4,277

        工作物 3,149     １年内償還予定地方債等 3,089

        工作物減価償却累計額 -1,780     未払金 410

        船舶 -     未払費用 19

        船舶減価償却累計額 -     前受金 0

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 244

        航空機 -     預り金 360

        航空機減価償却累計額 -     その他 154

        その他 2,984 負債合計 57,350

        その他減価償却累計額 -2,524 【純資産の部】

        建設仮勘定 -   固定資産等形成分 92,159

      インフラ資産 55,267   余剰分（不足分） -53,711

        土地 2,312   他団体出資等分 66

        建物 12,063

        建物減価償却累計額 -6,828

        工作物 80,702

        工作物減価償却累計額 -33,319

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 337

      物品 5,965

      物品減価償却累計額 -3,150

    無形固定資産 124

      ソフトウェア 42

      その他 82

    投資その他の資産 4,372

      投資及び出資金 239

        有価証券 97

        出資金 142

        その他 -

      長期延滞債権 492

      長期貸付金 56

      基金 3,611

        減債基金 28

        その他 3,583

      その他 0

      徴収不能引当金 -26

  流動資産 4,936

    現金預金 3,149

    未収金 529

    短期貸付金 11

    基金 1,220

      財政調整基金 1,220

      減債基金 -

    棚卸資産 28

    その他 11

    徴収不能引当金 -11

  繰延資産 - 純資産合計 38,515

資産合計 95,865 負債及び純資産合計 95,865

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：魚津市

会計：連結会計 （単位：百万円）

    資産売却益 16

    その他 1

純行政コスト 33,621

    損失補償等引当金繰入額 0

    その他 3

  臨時利益 16

  臨時損失 343

    災害復旧事業費 21

    資産除売却損 319

    使用料及び手数料 1,610

    その他 999

純経常行政コスト 33,295

      社会保障給付 2,958

      その他 55

  経常収益 2,610

        その他 243

    移転費用 23,979

      補助金等 20,965

      その他の業務費用 671

        支払利息 392

        徴収不能引当金繰入額 36

        維持補修費 372

        減価償却費 3,584

        その他 2

        その他 484

      物件費等 7,582

        物件費 3,624

        職員給与費 2,719

        賞与等引当金繰入額 244

        退職手当引当金繰入額 225

  経常費用 35,905

    業務費用 11,926

      人件費 3,672

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

科目名 金額



【様式第3号】

自治体名：魚津市

会計：連結会計 （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 37,766 94,111 -56,411 66

  純行政コスト（△） -33,621 -33,618 -3

  財源 34,472 34,468 4

    税収等 18,139 18,139 -

    国県等補助金 16,333 16,329 4

  本年度差額 851 850 0

  固定資産等の変動（内部変動） -1,855 1,855

    有形固定資産等の増加 1,764 -1,764

    有形固定資産等の減少 -4,003 4,003

    貸付金・基金等の増加 1,323 -1,323

    貸付金・基金等の減少 -939 939

  資産評価差額 54 54

  無償所管換等 -137 -137

  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 -9 -13 4 -

  その他 -9 0 -8

  本年度純資産変動額 749 -1,951 2,700 0

本年度末純資産残高 38,515 92,159 -53,711 66

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



【様式第4号】

自治体名：魚津市

会計：連結会計 （単位：百万円）

前年度末歳計外現金残高 346

本年度歳計外現金増減額 -5

本年度末歳計外現金残高 340

本年度末現金預金残高 3,149

財務活動収支 -1,484

本年度資金収支額 840

前年度末資金残高 1,968

比例連結割合変更に伴う差額 0

本年度末資金残高 2,808

    地方債等償還支出 2,981

    その他の支出 365

  財務活動収入 1,862

    地方債等発行収入 1,762

    その他の収入 100

    資産売却収入 125

    その他の収入 313

投資活動収支 -1,000

【財務活動収支】

  財務活動支出 3,345

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,845

    国県等補助金収入 677

    基金取崩収入 118

    貸付金元金回収収入 612

  投資活動支出 2,845

    公共施設等整備費支出 1,679

    基金積立金支出 554

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 612

    災害復旧事業費支出 21

    その他の支出 31

  臨時収入 48

業務活動収支 3,324

【投資活動収支】

    税収等収入 17,851

    国県等補助金収入 15,301

    使用料及び手数料収入 1,542

    その他の収入 951

  臨時支出 52

    移転費用支出 24,294

      補助金等支出 21,290

      社会保障給付支出 2,958

      その他の支出 45

  業務収入 35,644

    業務費用支出 8,022

      人件費支出 3,452

      物件費等支出 3,964

      支払利息支出 392

      その他の支出 214

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

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 32,316


