
自治体名：安城市 【様式第1号】
会計：連結会計

（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 563,220  固定負債 39,325
  有形固定資産 540,436   地方債等 31,417
   事業用資産 140,827   ⻑期未払⾦ -
    土地 73,620   退職手当引当⾦ 7,832
    立木竹 110   損失補償等引当⾦ -
    建物 151,513   その他 77
    建物減価償却累計額 -95,280  流動負債 8,550
    工作物 38,418   １年内償還予定地方債等 4,720
    工作物減価償却累計額 -30,545   未払⾦ 1,853
    船舶 5   未払費用 -
    船舶減価償却累計額 -5   前受⾦ 81
    浮標等 -   前受収益 -
    浮標等減価償却累計額 -   賞与等引当⾦ 893
    航空機 -   預り⾦ 828
    航空機減価償却累計額 -   その他 175
    その他 - 負債合計 47,875
    その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
    建設仮勘定 2,989  固定資産等形成分 571,057
   インフラ資産 395,780  余剰分（不足分） -29,640
    土地 256,889  他団体出資等分 64
    建物 7,184
    建物減価償却累計額 -3,493
    工作物 213,371
    工作物減価償却累計額 -97,339
    その他 1
    その他減価償却累計額 -
    建設仮勘定 19,167
   物品 12,158
   物品減価償却累計額 -8,329
  無形固定資産 2,478
   ソフトウェア 256
   その他 2,222
  投資その他の資産 20,306
   投資及び出資⾦ 524
    有価証券 433
    出資⾦ 92
    その他 -
   ⻑期延滞債権 654
   ⻑期貸付⾦ 100
   基⾦ 19,090
    減債基⾦ -
    その他 19,090
   その他 8
   徴収不能引当⾦ -70
 流動資産 26,136
  現⾦預⾦ 17,218
  未収⾦ 963
  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 164
  その他 12
  徴収不能引当⾦ -57
 繰延資産 - 純資産合計 541,481
資産合計 589,356 負債及び純資産合計 589,356

連結貸借対照表
（令和3年3月31日現在）



自治体名：安城市 【様式第2号】
会計：連結会計

（単位：百万円）
科目 金額

 経常費用 124,111
  業務費用 45,679
   人件費 14,288
    職員給与費 10,935
    賞与等引当⾦繰入額 878
    退職手当引当⾦繰入額 716
    その他 1,759
   物件費等 29,902
    物件費 16,695
    維持補修費 2,902
    減価償却費 10,004
    その他 301
   その他の業務費用 1,489
    支払利息 401
    徴収不能引当⾦繰入額 64
    その他 1,023
  移転費用 78,432
   補助⾦等 49,576
   社会保障給付 28,554
   その他 302
 経常収益 7,410
  使用料及び手数料 5,033
  その他 2,376
純経常行政コスト 116,701
 臨時損失 170
  災害復旧事業費 -
  資産除売却損 125
  損失補償等引当⾦繰入額 -
  その他 45
 臨時利益 127
  資産売却益 84
  その他 43
純行政コスト 116,744

連結行政コスト計算書
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：連結会計

（単位：百万円）

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 539,466 570,893 -31,489 62
 純行政コスト（△） -116,744 -116,745 1
 財源 118,405 118,405 -
  税収等 57,182 57,182 -
  国県等補助⾦ 61,222 61,222 -
 本年度差額 1,660 1,660 1
 固定資産等の変動（内部変動） -199 199
  有形固定資産等の増加 12,332 -12,332
  有形固定資産等の減少 -10,262 10,262
  貸付⾦・基⾦等の増加 12,501 -12,501
  貸付⾦・基⾦等の減少 -14,770 14,770
 資産評価差額 - -
 無償所管換等 243 243
 他団体出資等分の増加 -1 1
 他団体出資等分の減少 - -
 比例連結割合変更に伴う差額 4 12 -8 -
 その他 108 108 -
 本年度純資産変動額 2,015 164 1,849 2
本年度末純資産残高 541,481 571,057 -29,640 64

連結純資産変動計算書
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：連結会計

（単位：百万円）
科目 金額

【業務活動収支】
 業務支出 113,321
  業務費用支出 34,891
   人件費支出 13,948
   物件費等支出 19,499
   支払利息支出 401
   その他の支出 1,043
  移転費用支出 78,430
   補助⾦等支出 49,574
   社会保障給付支出 28,554
   その他の支出 302
 業務収入 122,675
  税収等収入 56,884
  国県等補助⾦収入 58,401
  使用料及び手数料収入 4,983
  その他の収入 2,407
 臨時支出 76
  災害復旧事業費支出 -
  その他の支出 76
 臨時収入 46
業務活動収支 9,324
【投資活動収支】
 投資活動支出 24,385
  公共施設等整備費支出 12,218
  基⾦積立⾦支出 11,963
  投資及び出資⾦支出 -
  貸付⾦支出 203
  その他の支出 -
 投資活動収入 17,551
  国県等補助⾦収入 2,826
  基⾦取崩収入 14,126
  貸付⾦元⾦回収収入 203
  資産売却収入 114
  その他の収入 282
投資活動収支 -6,834
【財務活動収支】
 財務活動支出 4,845
  地方債等償還支出 4,796
  その他の支出 50
 財務活動収入 3,604
  地方債等発行収入 3,577
  その他の収入 27
財務活動収支 -1,241
本年度資⾦収支額 1,248
前年度末資⾦残高 15,098
比例連結割合変更に伴う差額 -2
本年度末資⾦残高 16,344

前年度末歳計外現⾦残高 852
本年度歳計外現⾦増減額 23
本年度末歳計外現⾦残高 875
本年度末現⾦預⾦残高 17,218

連結資金収支計算書
自 令和2年4月1日
至 令和3年3月31日


