
自治体名：安城市 【様式第1号】
会計：一般会計等

（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 485,582  固定負債 22,760
  有形固定資産 455,891   地方債 16,400
   事業用資産 137,422   ⻑期未払⾦ -
    土地 71,866   退職手当引当⾦ 6,289
    立木竹 110   損失補償等引当⾦ -
    建物 147,053   その他 71
    建物減価償却累計額 -92,181  流動負債 4,572
    工作物 35,528   １年内償還予定地方債 3,059
    工作物減価償却累計額 -27,940   未払⾦ -
    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 669
    航空機 -   預り⾦ 812
    航空機減価償却累計額 -   その他 32
    その他 - 負債合計 27,333
    その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
    建設仮勘定 2,986  固定資産等形成分 493,419
   インフラ資産 316,975  余剰分（不足分） -20,792
    土地 256,286
    建物 6,134
    建物減価償却累計額 -2,975
    工作物 122,706
    工作物減価償却累計額 -78,598
    その他 -
    その他減価償却累計額 -
    建設仮勘定 13,423
   物品 5,407
   物品減価償却累計額 -3,914
  無形固定資産 220
   ソフトウェア 220
   その他 -
  投資その他の資産 29,472
   投資及び出資⾦ 10,732
    有価証券 33
    出資⾦ 10,700
    その他 -
   投資損失引当⾦ -
   ⻑期延滞債権 334
   ⻑期貸付⾦ 100
   基⾦ 18,340
    減債基⾦ -
    その他 18,340
   その他 2
   徴収不能引当⾦ -37
 流動資産 14,378
  現⾦預⾦ 6,331
  未収⾦ 241
  短期貸付⾦ -
  基⾦ 7,837
   財政調整基⾦ 7,837
   減債基⾦ -
  棚卸資産 -
  その他 -
  徴収不能引当⾦ -31 純資産合計 472,627
資産合計 499,960 負債及び純資産合計 499,960

一般会計等貸借対照表
（令和3年3月31日現在）



自治体名：安城市 【様式第2号】
会計：一般会計等

（単位：百万円）
科目 金額

 経常費用 83,248
  業務費用 36,096
   人件費 11,333
    職員給与費 8,409
    賞与等引当⾦繰入額 669
    退職手当引当⾦繰入額 573
    その他 1,681
   物件費等 24,095
    物件費 14,485
    維持補修費 2,535
    減価償却費 7,075
    その他 -
   その他の業務費用 668
    支払利息 72
    徴収不能引当⾦繰入額 31
    その他 566
  移転費用 47,151
   補助⾦等 31,239
   社会保障給付 12,168
   他会計への繰出⾦ 3,408
   その他 336
 経常収益 2,802
  使用料及び手数料 857
  その他 1,945
純経常行政コスト 80,446
 臨時損失 164
  災害復旧事業費 -
  資産除売却損 125
  投資損失引当⾦繰入額 -
  損失補償等引当⾦繰入額 -
  その他 39
 臨時利益 84
  資産売却益 84
  その他 -
純行政コスト 80,526

一般会計等行政コスト計算書
自 令和2年4月1日
至 令和3年3月31日



自治体名：安城市 【様式第3号】
会計：一般会計等

（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 470,949 491,533 -20,584
 純行政コスト（△） -80,526 -80,526
 財源 80,238 80,238
  税収等 46,142 46,142
  国県等補助⾦ 34,097 34,097
 本年度差額 -288 -288
 固定資産等の変動（内部変動） -81 81
  有形固定資産等の増加 8,139 -8,139
  有形固定資産等の減少 -7,168 7,168
  貸付⾦・基⾦等の増加 12,969 -12,969
  貸付⾦・基⾦等の減少 -14,021 14,021
 資産評価差額 - -
 無償所管換等 1,967 1,967
 その他 - - -
 本年度純資産変動額 1,679 1,886 -207
本年度末純資産残高 472,627 493,419 -20,792

一般会計等純資産変動計算書
自 令和2年4月1日
至 令和3年3月31日

科目 合計



自治体名：安城市 【様式第4号】
会計：一般会計等

（単位：百万円）
科目 金額

【業務活動収支】
 業務支出 75,904
  業務費用支出 28,752
   人件費支出 11,093
   物件費等支出 17,021
   支払利息支出 72
   その他の支出 567
  移転費用支出 47,151
   補助⾦等支出 31,239
   社会保障給付支出 12,168
   他会計への繰出支出 3,408
   その他の支出 336
 業務収入 80,843
  税収等収入 46,047
  国県等補助⾦収入 31,985
  使用料及び手数料収入 860
  その他の収入 1,950
 臨時支出 75
  災害復旧事業費支出 -
  その他の支出 75
 臨時収入 -
業務活動収支 4,864
【投資活動収支】
 投資活動支出 20,915
  公共施設等整備費支出 8,125
  基⾦積立⾦支出 11,724
  投資及び出資⾦支出 864
  貸付⾦支出 203
  その他の支出 -
 投資活動収入 16,096
  国県等補助⾦収入 2,111
  基⾦取崩収入 13,669
  貸付⾦元⾦回収収入 203
  資産売却収入 113
  その他の収入 -
投資活動収支 -4,819
【財務活動収支】
 財務活動支出 2,939
  地方債償還支出 2,896
  その他の支出 43
 財務活動収入 2,921
  地方債発行収入 2,921
  その他の収入 -
財務活動収支 -18
本年度資⾦収支額 26
前年度末資⾦残高 5,431
本年度末資⾦残高 5,457

前年度末歳計外現⾦残高 851
本年度歳計外現⾦増減額 23
本年度末歳計外現⾦残高 874
本年度末現⾦預⾦残高 6,331

一般会計等資金収支計算書
自 令和2年4月1日
至 令和3年3月31日


