
【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 242,786   固定負債 54,693

    有形固定資産 234,797     地方債等 36,105

      事業用資産 105,692     長期未払金 -

        土地 71,816     退職手当引当金 4,740

        立木竹 41     損失補償等引当金 -

        建物 82,635     その他 13,848

        建物減価償却累計額 -52,171   流動負債 10,412

        工作物 5,420     １年内償還予定地方債等 5,144

        工作物減価償却累計額 -2,452     未払金 3,082

        船舶 9     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -4     前受金 288

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 702

        航空機 -     預り金 412

        航空機減価償却累計額 -     その他 784

        その他 - 負債合計 65,104

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 398   固定資産等形成分 249,947

      インフラ資産 123,656   余剰分（不足分） -32,792

        土地 42,177

        建物 961

        建物減価償却累計額 -435

        工作物 151,013

        工作物減価償却累計額 -73,233

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 3,173

      物品 20,903

      物品減価償却累計額 -15,455

    無形固定資産 489

      ソフトウェア 245

      その他 244

    投資その他の資産 7,500

      投資及び出資金 290

        有価証券 -

        出資金 290

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 751

      長期貸付金 178

      基金 6,244

        減債基金 -

        その他 6,244

      その他 153

      徴収不能引当金 -115

  流動資産 39,473

    現金預金 29,121

    未収金 1,656

    短期貸付金 30

    基金 7,131

      財政調整基金 6,857

      減債基金 274

    棚卸資産 947

    その他 630

    徴収不能引当金 -41 純資産合計 217,154

資産合計 282,259 負債及び純資産合計 282,259

全体貸借対照表
（令和2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 40

純行政コスト 26,354

    その他 21

  臨時利益 48

    資産売却益 8

    資産除売却損 325

    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 26,051

  臨時損失 351

    災害復旧事業費 6

  経常収益 118,242

    使用料及び手数料 116,212

    その他 2,030

      社会保障給付 10,176

      他会計への繰出金 -

      その他 357

        その他 1,571

    移転費用 25,051

      補助金等 14,518

      その他の業務費用 2,120

        支払利息 477

        徴収不能引当金繰入額 72

        維持補修費 1,085

        減価償却費 6,731

        その他 76,379

        その他 1,342

      物件費等 106,641

        物件費 22,445

        職員給与費 7,938

        賞与等引当金繰入額 693

        退職手当引当金繰入額 507

  経常費用 144,293

    業務費用 119,242

      人件費 10,481

全体行政コスト計算書
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：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 211,508 248,196 -36,688

  純行政コスト（△） -26,354 -26,354

  財源 31,808 31,808

    税収等 21,040 21,040

    国県等補助金 10,768 10,768

  本年度差額 5,454 5,454

  固定資産等の変動（内部変動） 1,643 -1,643

    有形固定資産等の増加 6,309 -6,309

    有形固定資産等の減少 -6,869 6,869

    貸付金・基金等の増加 3,529 -3,529

    貸付金・基金等の減少 -1,326 1,326

  資産評価差額 -1 -1

  無償所管換等 108 108

  その他 85 - 85

  本年度純資産変動額 5,646 1,750 3,896

本年度末純資産残高 217,154 249,947 -32,792

全体純資産変動計算書
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：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 375

本年度歳計外現金増減額 36

本年度末歳計外現金残高 412

本年度末現金預金残高 29,121

    その他の収入 -

財務活動収支 -651

本年度資金収支額 3,501

前年度末資金残高 25,209

本年度末資金残高 28,710

  財務活動支出 4,691

    地方債等償還支出 4,559

    その他の支出 132

  財務活動収入 4,040

    地方債等発行収入 4,040

    貸付金元金回収収入 2,092

    資産売却収入 305

    その他の収入 206

投資活動収支 -7,118

【財務活動収支】

    貸付金支出 2,070

    その他の支出 1

  投資活動収入 4,043

    国県等補助金収入 1,099

    基金取崩収入 340

【投資活動収支】

  投資活動支出 11,160

    公共施設等整備費支出 6,436

    基金積立金支出 2,654

    投資及び出資金支出 -

  臨時支出 282

    災害復旧事業費支出 6

    その他の支出 276

  臨時収入 40

業務活動収支 11,269

  業務収入 151,039

    税収等収入 20,881

    国県等補助金収入 9,720

    使用料及び手数料収入 118,516

    その他の収入 1,922

    移転費用支出 25,051

      補助金等支出 14,518

      社会保障給付支出 10,176

      他会計への繰出支出 -

      その他の支出 357

    業務費用支出 114,477

      人件費支出 10,373

      物件費等支出 101,964

      支払利息支出 477

      その他の支出 1,663

全体資金収支計算書
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 139,529


