
むつ市 ［統一的な基準／連結］ （単位：千円）

金　　額 金　　額

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 111,210,218 固定負債 76,395,307

有形固定資産 101,631,925 地方債 63,861,536
事業用資産 42,215,978 長期未払金 2,492,134

土地 7,074,313 退職手当引当金 2,756,313
立木竹 1,959,938 損失補償等引当金 0
建物 79,882,691 その他 7,285,325
建物減価償却累計額 △ 50,667,431 流動負債 11,634,351
建物減損損失累計額 0 １年内償還予定地方債 8,942,895
工作物 425,643 未払金 1,282,682
工作物減価償却累計額 △ 243,884 未払費用 4,241
工作物減損損失累計額 0 前受金 0
船舶 70,473 前受収益 0
船舶減価償却累計額 △ 70,473 賞与等引当金 787,370
船舶減損損失累計額 0 預り金 2,577
浮標等 0 その他 614,585
浮標等減価償却累計額 0 88,029,657
浮標等減損損失累計額 0 【純資産の部】
航空機 0 固定資産等形成分 112,378,358
航空機減価償却累計額 0 余剰分（不足分） △ 80,060,088
航空機減損損失累計額 0 他団体出資等分 0
その他 16,389
その他減価償却累計額 △ 16,218
その他減損損失累計額 0
建設仮勘定 3,784,536

インフラ資産 56,453,426
土地 3,477,930
建物 23,013,091
建物減価償却累計額 △ 11,742,262
建物減損損失累計額 0
工作物 112,177,063
工作物減価償却累計額 △ 73,889,165
工作物減損損失累計額 0
その他 4,363,875
その他減価償却累計額 △ 2,744,368
その他減損損失累計額 0
建設仮勘定 1,797,263

物品 10,621,841
物品減価償却累計額 △ 7,659,320
物品減損損失累計額 0

無形固定資産 6,382
ソフトウェア 0
その他 6,382

投資その他の資産 9,571,911
投資及び出資金 1,633,756

有価証券 1,362
出資金 1,597,794
その他 34,600

投資損失引当金 0
長期延滞債権 703,859
長期貸付金 726,553
基金 6,678,159

減債基金 0
その他 6,678,159

その他 13,907
徴収不能引当金 △ 184,323

流動資産 9,137,709
現金預金 2,553,063
未収金 4,491,964
短期貸付金 340,000
基金 1,240,734

財政調整基金 1,190,691
減債基金 50,043

棚卸資産 161,995
その他 395,788
徴収不能引当金 △ 45,835 32,318,270

120,347,927 120,347,927

貸借対照表
(令和2年(2020年) 3月31日現在)

資産合計

負債合計

負債及び純資産合計

純資産合計

科 目 科 目



むつ市 ［統一的な基準／連結］ （単位：千円）

金　　　　額

経常費用 55,920,015

業務費用 28,139,876

人件費 10,500,405

職員給与費 7,735,492

賞与等引当金繰入額 785,055

退職手当引当金繰入額 27,691

その他 1,952,167

物件費等 16,053,883

物件費 10,820,275

維持補修費 660,746

減価償却費 4,543,911

その他 28,951

その他の業務費用 1,585,588

支払利息 608,792

徴収不能引当金繰入額 190,819

その他 785,976

移転費用 27,780,138

補助金等 3,853,976

社会保障給付 23,922,735

その他 3,428

経常収益 11,775,623

使用料及び手数料 10,480,149

その他 1,295,474

△ 44,144,391

臨時損失 13,982

災害復旧事業費 0

資産除売却損 0

投資損失引当金繰入額 5

損失補償等引当金繰入額 0

その他 13,977

臨時利益 191,046

資産売却益 1,530

その他 189,516

△ 43,967,327純行政コスト

行政コスト計算書
自　平成31年(2019年) 4月1日
至　令和2年(2020年) 3月31日

科 目

純経常行政コスト



むつ市 ［統一的な基準／連結］ （単位：千円）

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 31,369,366 111,065,327 △ 79,695,961

純行政コスト（△） △ 43,967,327 △ 43,967,327

財源 46,978,842 46,978,842

税収等 25,331,579 25,331,579

国県等補助金 21,647,263 21,647,263

本年度差額 3,011,514 3,011,514

固定資産等の変動（内部変動）

有形固定資産等の増加

有形固定資産等の減少

貸付金・基金等の増加

貸付金・基金等の減少

資産評価差額 0

無償所管換等 36,300 36,300

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 126,257

その他 △ 2,225,168

本年度純資産変動額 948,903 1,313,031 △ 364,127

本年度末純資産残高 32,318,270 112,378,358 △ 80,060,088

純資産変動計算書
                                       　　　　　　 自　平成31年(2019年) 4月1日
                                     　　　　　　   至　令和2年(2020年) 3月31日

合　　計科　　　　　　目



連結財務書類における注記 

 

１ 重要な会計方針 

（１）有形固定資産等の評価基準及び評価方法 

 ①有形固定資産・・・・・・・・・・・・・取得原価 

  ただし、開始時の評価基準及び評価方法については、次の通りです。 

ア 昭和５９年度以前の取得したもの・・・取得原価 

ただし、道路、河川及び水路の敷地は備忘価額１円としています。 

イ 昭和６０年度以後に取得したもの 

取得原価が判明しているもの・・・・・・取得原価 

取得原価が不明なもの・・・・・・・・・再調達原価 

  ただし、取得原価が不明な道路、河川及び水路の敷地は備忘価額１円としています。 

 

（２）有価証券等の評価基準及び評価方法 

①満期保有目的以外の有価証券 

市場価格のないもの・・・・・・・・取得原価 

②出資金 

市場価格のないもの・・・・・・・・出資金額 

 

（３）有形固定資産等の減価償却の方法 

  ①有形固定資産（リース資産を除きます。）・・・定額法 

    なお、主な耐用年数は以下のとおりです。 

     建物   ８年～６５年 

     工作物  ７年～６０年 

     物品   ２年～１５年 

  ②無形固定資産（リース資産を除きます。）・・・定額法 

   ※ソフトウェアについては、当市における見込利用期間（５年）に基づく定額法によっています。 

  ③所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産（リース期間が１年以内のリース取引及び

リース契約１件あたりのリース料総額が３００万以下のファイナンス・リース取引を除きます。） 

   ・・・・・・・自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法 

 

（４）引当金の計上基準及び算定方法 

①徴収不能引当金 

未収金については、過去５年間の平均不能欠損率により、徴収不能見込額を計上しています。 

長期延滞債権については、過去５年間の平均不能欠損率により、徴収不能見込額を計上しています。 

②賞与等引当金 

職員に対する賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額等のうち、財務諸表作成基準日において

発生していると認められる金額を計上しています。 

③退職手当引当金 

期末自己都合要支給額を計上しています。なお、退職手当債務から退職手当組合への加入時以降の



負担金の累計額から既に職員に対し退職手当として支給された額の総額を控除した額に、組合にお

ける積立金額の運用益のうち当市に按分される額を加算した額を控除した額を計上しています。な

お、積立金額が要支給額を上回る場合、当該超過額を前払年金費用として、投資その他の資産のそ

の他に計上します。 

 

（５）リース取引の処理方法 

ファイナンス・リース取引については通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっています。 

 

（６）連結資金収支計算書における資金の範囲 

地方自治法第 235条の４第２項に規定する歳入歳出外現金を除く現金としています。 

 

（７）採用した消費税等の会計処理 

税込方式によっています。ただし、連結対象団体の一部は税抜方式によっています。 

 

（８）その他連結財務書類作成のための基本となる重要な事項 

ア 連結対象団体（会計）間の繰入繰出額及び債権債務額等を相殺消去した金額で表示しています。 

 

４ 追加情報 

（１）連結対象団体の一覧、連結の方法（比例連結の場合は比例連結割合を含みます。）及び連結対象と判

断した理由 

区分 連結の方法 連結対象と判断した理由 

【一部事務組合・広域連合】 

下北地域広域行政事務組合 
比例連結（64.6％） 

 

 

 

加入団体 

 

一部事務組合下北医療センター 

全部連結 

（むつ総合病院・むつリハビリテー

ション病院・川内診療所・大畑診療

所・脇野沢診療所） 

比例連結 

（事業本部事務局 64.7％） 

青森県市町村総合事務組合 比例連結（7.1％） 

青森県後期高齢者医療広域連合 比例連結（4.02％） 

青森県市長会館管理組合 比例連結（6.72％） 

青森県交通災害共済組合 比例連結（4.365％） 

青森県市町村職員退職手当組合 簡易連結 

【第三セクター等】 

社団法人むつ市脇野沢農業振興公社 

 

全部連結 

 

出資、出捐比率が 50％超 
一般財団法人むつ市教育振興会 全部連結 

 

（２）地方自治法第 235条の５の規定により出納整理期間が設けられています。一部の会計及び連結対象



団体を除き、当会計年度に係る出納整理期間（令和２年４月１日～令和２年５月 31日）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）各項目の金額を表示単位未満で四捨五入しているため、合計等の金額が一致しない場合があります。 

 


