
【様式第1号】

自治体名：蒲郡市

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 213,452   固定負債 39,590

    有形固定資産 207,458     地方債 30,243

      事業用資産 104,549     長期未払金 -

        土地 71,567     退職手当引当金 4,733

        立木竹 41     損失補償等引当金 -

        建物 80,960     その他 4,615

        建物減価償却累計額 -50,890   流動負債 11,104

        工作物 5,166     １年内償還予定地方債 3,954

        工作物減価償却累計額 -2,514     未払金 5,161

        船舶 8     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -3     前受金 15

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 602

        航空機 -     預り金 375

        航空機減価償却累計額 -     その他 997

        その他 - 負債合計 50,694

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 214   固定資産等形成分 220,270

      インフラ資産 98,083   余剰分（不足分） -20,176

        土地 40,393

        建物 763

        建物減価償却累計額 -420

        工作物 123,430

        工作物減価償却累計額 -69,615

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 3,532

      物品 19,666

      物品減価償却累計額 -14,840

    無形固定資産 353

      ソフトウェア 350

      その他 3

    投資その他の資産 5,640

      投資及び出資金 293

        有価証券 -

        出資金 293

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 870

      長期貸付金 210

      基金 4,273

        減債基金 -

        その他 4,273

      その他 126

      徴収不能引当金 -131

  流動資産 37,337

    現金預金 25,225

    未収金 3,772

    短期貸付金 30

    基金 6,789

      財政調整基金 6,515

      減債基金 274

    棚卸資産 946

    その他 610

    徴収不能引当金 -36 純資産合計 200,094

資産合計 250,788 負債及び純資産合計 250,788

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：全体会計 （単位：百万円）

    その他 0

純行政コスト 26,616

    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 26,420

  臨時損失 210

    災害復旧事業費 26

  経常収益 108,280

    使用料及び手数料 106,297

    その他 1,983

      社会保障給付 9,794

      他会計への繰出金 700

      その他 433

        その他 1,438

    移転費用 25,240

      補助金等 14,313

      その他の業務費用 1,933

        支払利息 410

        徴収不能引当金繰入額 85

        維持補修費 1,044

        減価償却費 5,456

        その他 69,634

        その他 1,301

      物件費等 97,549

        物件費 21,414

        職員給与費 7,655

        賞与等引当金繰入額 598

        退職手当引当金繰入額 424

  経常費用 134,700

    業務費用 109,460

      人件費 9,979

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：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)

前年度末純資産残高 195,996 223,284 -27,288

  純行政コスト（△） -26,616 -26,616

  財源 30,427 30,427

    税収等 20,681 20,681

    国県等補助金 9,746 9,746

  本年度差額 3,811 3,811

  固定資産等の変動（内部変動） -3,281 3,281

    有形固定資産等の増加 3,059 -3,059

    有形固定資産等の減少 -5,675 5,675

    貸付金・基金等の増加 1,385 -1,385

    貸付金・基金等の減少 -2,050 2,050

  資産評価差額 -1 -1

  無償所管換等 268 268

  その他 20 - 20

  本年度純資産変動額 4,098 -3,014 7,112

本年度末純資産残高 200,094 220,270 -20,176

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：全体会計 （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 25,225

    その他の収入 -

財務活動収支 -1,912

本年度資金収支額 6,255

前年度末資金残高 18,595

本年度末資金残高 24,850

  財務活動支出 4,286

    地方債償還支出 4,120

    その他の支出 165

  財務活動収入 2,374

    地方債発行収入 2,374

    貸付金元金回収収入 495

    資産売却収入 46

    その他の収入 116

投資活動収支 -2,006

【財務活動収支】

    貸付金支出 468

    その他の支出 1

  投資活動収入 2,336

    国県等補助金収入 414

    基金取崩収入 1,264

【投資活動収支】

  投資活動支出 4,341

    公共施設等整備費支出 3,110

    基金積立金支出 763

    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 0

業務活動収支 10,173

  業務収入 142,275

    税収等収入 20,642

    国県等補助金収入 9,448

    使用料及び手数料収入 110,221

    その他の収入 1,964

    移転費用支出 25,240

      補助金等支出 14,313

      社会保障給付支出 9,794

      他会計への繰出支出 700

      その他の支出 433

    業務費用支出 106,724

      人件費支出 10,071

      物件費等支出 94,982

      支払利息支出 410

      その他の支出 1,260

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 131,963


