
【様式第1号】

自治体名：蒲郡市

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 244,831   固定負債 55,174

    有形固定資産 236,755     地方債等 36,565

      事業用資産 107,524     長期未払金 -

        土地 72,709     退職手当引当金 4,740

        立木竹 41     損失補償等引当金 -

        建物 84,617     その他 13,869

        建物減価償却累計額 -53,223   流動負債 10,518

        工作物 5,662     １年内償還予定地方債等 5,196

        工作物減価償却累計額 -2,684     未払金 3,093

        船舶 9     未払費用 0

        船舶減価償却累計額 -4     前受金 288

        浮標等 -     前受収益 34

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 702

        航空機 -     預り金 422

        航空機減価償却累計額 -     その他 784

        その他 0 負債合計 65,693

        その他減価償却累計額 0 【純資産の部】

        建設仮勘定 398   固定資産等形成分 251,991

      インフラ資産 123,656   余剰分（不足分） -31,939

        土地 42,177   他団体出資等分 136

        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 21,523

      物品減価償却累計額 -15,949

    無形固定資産 591

      ソフトウェア 298

      その他 293

    投資その他の資産 7,485

      投資及び出資金 151

        有価証券 -

        出資金 151

        その他 -

      長期延滞債権 776

      長期貸付金 178

      基金 6,316

        減債基金 -

        その他 6,316

      その他 186

      徴収不能引当金 -121

  流動資産 41,050

    現金預金 30,027

    未収金 1,698

    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 950

    その他 1,265

    徴収不能引当金 -49

  繰延資産 - 純資産合計 220,188

資産合計 285,881 負債及び純資産合計 285,881

連結貸借対照表
（令和2年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：蒲郡市

会計：連結会計 （単位：百万円）

    資産売却益 8

    その他 40

純行政コスト 40,139

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 21

  臨時利益 48

  臨時損失 352

    災害復旧事業費 6

    資産除売却損 325

    使用料及び手数料 116,221

    その他 2,596

純経常行政コスト 39,835

      社会保障給付 26,051

      その他 435

  経常収益 118,818

        その他 1,786

    移転費用 38,148

      補助金等 11,662

      その他の業務費用 2,353

        支払利息 478

        徴収不能引当金繰入額 89

        維持補修費 1,106

        減価償却費 6,836

        その他 76,379

        その他 1,365

      物件費等 107,434

        物件費 23,114

        職員給与費 8,152

        賞与等引当金繰入額 694

        退職手当引当金繰入額 507

  経常費用 158,653

    業務費用 120,505

      人件費 10,718

連結行政コスト計算書
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：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 214,649 250,318 -35,803 133

  純行政コスト（△） -40,139 -40,143 4

  財源 45,505 45,505 -

    税収等 24,176 24,176 -

    国県等補助金 21,329 21,329 -

  本年度差額 5,366 5,362 4

  固定資産等の変動（内部変動） 1,576 -1,576

    有形固定資産等の増加 6,330 -6,330

    有形固定資産等の減少 -6,974 6,974

    貸付金・基金等の増加 3,578 -3,578

    貸付金・基金等の減少 -1,359 1,359

  資産評価差額 -1 -1

  無償所管換等 108 108

  他団体出資等分の増加 - -

  他団体出資等分の減少 1 -1

  比例連結割合変更に伴う差額 -15 -10 -4 -

  その他 81 - 81 0

  本年度純資産変動額 5,538 1,673 3,863 3

本年度末純資産残高 220,188 251,991 -31,939 136

連結純資産変動計算書
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：連結会計 （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 30,027

財務活動収支 -700

本年度資金収支額 3,364

前年度末資金残高 26,260

比例連結割合変更に伴う差額 -8

本年度末資金残高 29,615

    地方債等償還支出 4,610

    その他の支出 135

  財務活動収入 4,045

    地方債等発行収入 4,040

    その他の収入 5

    資産売却収入 305

    その他の収入 238

投資活動収支 -7,194

【財務活動収支】

  財務活動支出 4,745

    その他の支出 33

  投資活動収入 4,075

    国県等補助金収入 1,099

    基金取崩収入 340

    貸付金元金回収収入 2,092

  投資活動支出 11,269

    公共施設等整備費支出 6,457

    基金積立金支出 2,709

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 2,070

    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 11,258

【投資活動収支】

    税収等収入 23,985

    国県等補助金収入 20,280

    使用料及び手数料収入 118,525

    その他の収入 2,479

  臨時支出 282

    移転費用支出 38,148

      補助金等支出 11,662

      社会保障給付支出 26,051

      その他の支出 435

  業務収入 165,269

    業務費用支出 115,622

      人件費支出 10,611

      物件費等支出 102,652

      支払利息支出 478

      その他の支出 1,881

連結資金収支計算書
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 153,770


