
【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 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 243,815   固定負債 53,581

    有形固定資産 233,119     地方債等 34,549

      事業用資産 105,224     長期未払金 -

        土地 71,104     退職手当引当金 5,119

        立木竹 41     損失補償等引当金 -

        建物 83,885     その他 13,912

        建物減価償却累計額 -53,705   流動負債 11,239

        工作物 5,771     １年内償還予定地方債等 4,588

        工作物減価償却累計額 -2,601     未払金 4,566

        船舶 8     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -3     前受金 12

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 749

        航空機 -     預り金 409

        航空機減価償却累計額 -     その他 915

        その他 - 負債合計 64,820

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 725   固定資産等形成分 251,512

      インフラ資産 122,431   余剰分（不足分） -24,222

        土地 43,070

        建物 968

        建物減価償却累計額 -479

        工作物 153,495

        工作物減価償却累計額 -76,959

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 2,338

      物品 21,613

      物品減価償却累計額 -16,150

    無形固定資産 441

      ソフトウェア 198

      その他 243

    投資その他の資産 10,255

      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 737

      長期貸付金 143

      基金 9,039

        減債基金 -

        その他 9,039

      その他 168

      徴収不能引当金 -122

  流動資産 48,295

    現金預金 34,948

    未収金 4,179

    短期貸付金 30

    基金 7,667

      財政調整基金 7,392

      減債基金 275

    棚卸資産 895

    その他 630

    徴収不能引当金 -54 純資産合計 227,290

資産合計 292,109 負債及び純資産合計 292,109

全体貸借対照表
（令和3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）

全体行政コスト計算書
自　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日

科目 金額

  経常費用 183,382

    業務費用 146,468

      人件費 11,485

        職員給与費 8,366

        賞与等引当金繰入額 741

        退職手当引当金繰入額 558

        その他 1,821

      物件費等 132,534

        物件費 22,554

        維持補修費 1,369

        減価償却費 6,671

        その他 101,940

      その他の業務費用 2,448

        支払利息 414

        徴収不能引当金繰入額 74

        その他 1,960

    移転費用 36,914

      補助金等 26,490

      社会保障給付 10,129

      他会計への繰出金 -

      その他 295

  経常収益 150,606

    使用料及び手数料 147,299

    その他 3,307

純経常行政コスト 32,776

  臨時損失 209

    災害復旧事業費 13

    資産除売却損 191

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 16

純行政コスト 32,929

    その他 4

  臨時利益 56

    資産売却益 40



【様式第3号】

自治体名：蒲郡市

会計：全体会計 （単位：百万円）

固定資産
等形成分

余剰分
(不足分)

前年度末純資産残高 217,154 249,947 -32,792

  純行政コスト（△） -32,929 -32,929

  財源 43,101 43,101

    税収等 21,339 21,339

    国県等補助金 21,761 21,761

  本年度差額 10,172 10,172

  固定資産等の変動（内部変動） 1,703 -1,703

    有形固定資産等の増加 6,005 -6,005

    有形固定資産等の減少 -7,593 7,593

    貸付金・基金等の増加 4,665 -4,665

    貸付金・基金等の減少 -1,374 1,374

  資産評価差額 0 0

  無償所管換等 -139 -139

  その他 102 - 102

  本年度純資産変動額 10,135 1,565 8,570

本年度末純資産残高 227,290 251,512 -24,222

全体純資産変動計算書
自　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日

科目 合計



【様式第4号】

自治体名：蒲郡市

会計：全体会計 （単位：百万円）

全体資金収支計算書
自　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日

科目 金額

【業務活動収支】

  業務支出 173,751

    業務費用支出 136,837

      人件費支出 11,059

      物件費等支出 123,542

      支払利息支出 414

      その他の支出 1,822

    移転費用支出 36,914

      補助金等支出 26,490

      社会保障給付支出 10,129

      他会計への繰出支出 -

      その他の支出 295

  業務収入 189,560

    税収等収入 21,039

    国県等補助金収入 20,644

    使用料及び手数料収入 144,765

    その他の収入 3,112

  臨時支出 161

    災害復旧事業費支出 13

    その他の支出 148

  臨時収入 16

業務活動収支 15,664

【投資活動収支】

  投資活動支出 10,246

    公共施設等整備費支出 5,934

    基金積立金支出 3,998

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 314

    その他の支出 0

  投資活動収入 2,547

    国県等補助金収入 1,304

    基金取崩収入 667

    貸付金元金回収収入 343

    資産売却収入 69

    その他の収入 165

投資活動収支 -7,699

【財務活動収支】

  財務活動支出 5,169

    地方債等償還支出 5,144

    その他の支出 24

  財務活動収入 3,033

    地方債等発行収入 3,033

前年度末歳計外現金残高 412

本年度歳計外現金増減額 -2

本年度末歳計外現金残高 409

本年度末現金預金残高 34,948

    その他の収入 -

財務活動収支 -2,136

本年度資金収支額 5,828

前年度末資金残高 28,710

本年度末資金残高 34,538


