
【様式第1号】

自治体名：蒲郡市

会計：一般会計等 （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 171,053   固定負債 25,293

    有形固定資産 165,871     地方債 22,395

      事業用資産 80,348     長期未払金 -

        土地 63,039     退職手当引当金 2,869

        立木竹 41     損失補償等引当金 -

        建物 53,035     その他 30

        建物減価償却累計額 -36,709   流動負債 3,745

        工作物 2,488     １年内償還予定地方債 2,898

        工作物減価償却累計額 -1,636     未払金 1

        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 347

        航空機 -     預り金 375

        航空機減価償却累計額 -     その他 125

        その他 - 負債合計 29,038

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 90   固定資産等形成分 175,043

      インフラ資産 83,794   余剰分（不足分） -25,224

        土地 40,150

        建物 413

        建物減価償却累計額 -292

        工作物 98,674

        工作物減価償却累計額 -58,644

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 3,493

      物品 10,414

      物品減価償却累計額 -8,684

    無形固定資産 330

      ソフトウェア 330

      その他 0

    投資その他の資産 4,852

      投資及び出資金 337

        有価証券 -

        出資金 337

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 517

      長期貸付金 180

      基金 3,856

        減債基金 -

        その他 3,856

      その他 -

      徴収不能引当金 -38

  流動資産 7,804

    現金預金 2,791

    未収金 145

    短期貸付金 30

    基金 3,960

      財政調整基金 3,686

      減債基金 274

    棚卸資産 889

    その他 -

    徴収不能引当金 -11 純資産合計 149,818

資産合計 178,857 負債及び純資産合計 178,857

貸借対照表
（平成31年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：蒲郡市

会計：一般会計等 （単位：百万円）

    その他 -

純行政コスト 24,337

    その他 16

  臨時利益 14

    資産売却益 14

    資産除売却損 168

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

純経常行政コスト 24,141

  臨時損失 210

    災害復旧事業費 26

  経常収益 2,256

    使用料及び手数料 773

    その他 1,483

      社会保障給付 5,012

      他会計への繰出金 1,703

      その他 429

        その他 117

    移転費用 10,734

      補助金等 3,590

      その他の業務費用 396

        支払利息 239

        徴収不能引当金繰入額 40

        維持補修費 696

        減価償却費 3,583

        その他 25

        その他 745

      物件費等 9,759

        物件費 5,455

        職員給与費 4,134

        賞与等引当金繰入額 347

        退職手当引当金繰入額 282

  経常費用 26,397

    業務費用 15,662

      人件費 5,508

行政コスト計算書
自　平成30年4月1日
至　平成31年3月31日

科目名 金額



【様式第3号】

自治体名：蒲郡市

会計：一般会計等 （単位：百万円）

科目名 合計 固定資産等形成分 余剰分(不足分)

前年度末純資産残高 149,898 176,677 -26,779

  純行政コスト（△） -24,337 -24,337

  財源 23,963 23,963

    税収等 19,088 19,088

    国県等補助金 4,874 4,874

  本年度差額 -374 -374

  固定資産等の変動（内部変動） -1,929 1,929

    有形固定資産等の増加 1,454 -1,454

    有形固定資産等の減少 -3,685 3,685

    貸付金・基金等の増加 1,162 -1,162

    貸付金・基金等の減少 -859 859

  資産評価差額 -1 -1

  無償所管換等 295 295

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -80 -1,635 1,555

本年度末純資産残高 149,818 175,043 -25,224

純資産変動計算書
自　平成30年4月1日
至　平成31年3月31日



【様式第4号】

自治体名：蒲郡市

会計：一般会計等 （単位：百万円）

前年度末歳計外現金残高 336

本年度歳計外現金増減額 39

本年度末歳計外現金残高 375

本年度末現金預金残高 2,791

    その他の収入 -

財務活動収支 -1,137

本年度資金収支額 452

前年度末資金残高 1,964

本年度末資金残高 2,416

  財務活動支出 3,148

    地方債償還支出 2,985

    その他の支出 163

  財務活動収入 2,011

    地方債発行収入 2,011

    貸付金元金回収収入 343

    資産売却収入 46

    その他の収入 -

投資活動収支 -1,506

【財務活動収支】

    貸付金支出 310

    その他の支出 -

  投資活動収入 979

    国県等補助金収入 283

    基金取崩収入 307

【投資活動収支】

  投資活動支出 2,486

    公共施設等整備費支出 1,449

    基金積立金支出 727

    投資及び出資金支出 -

  臨時支出 140

    災害復旧事業費支出 26

    その他の支出 114

  臨時収入 -

業務活動収支 3,095

  業務収入 25,970

    税収等収入 19,136

    国県等補助金収入 4,591

    使用料及び手数料収入 774

    その他の収入 1,469

    移転費用支出 10,734

      補助金等支出 3,590

      社会保障給付支出 5,012

      他会計への繰出支出 1,703

      その他の支出 429

    業務費用支出 12,001

      人件費支出 5,489

      物件費等支出 6,155

      支払利息支出 239

      その他の支出 117

資金収支計算書
自　平成30年4月1日
至　平成31年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 22,735


