
自治体名：安城市 【様式第1号】
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 560,075  固定負債 37,831
  有形固定資産 538,650   地方債等 31,415
   事業用資産 139,466   ⻑期未払⾦ -
    土地 73,354   退職手当引当⾦ 6,345
    立木竹 110   損失補償等引当⾦ -
    建物 149,823   その他 71
    建物減価償却累計額 -94,463  流動負債 7,963
    工作物 35,807   １年内償還予定地方債等 4,718
    工作物減価償却累計額 -28,152   未払⾦ 1,443
    船舶 -   未払費用 -
    船舶減価償却累計額 -   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 732
    航空機 -   預り⾦ 823
    航空機減価償却累計額 -   その他 165
    その他 - 負債合計 45,794
    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 567,912
   インフラ資産 395,780  余剰分（不足分） -29,576
    土地 256,889
    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 10,514
   物品減価償却累計額 -7,111
  無形固定資産 2,466
   ソフトウェア 245
   その他 2,222
  投資その他の資産 18,958
   投資及び出資⾦ 691
    有価証券 433
    出資⾦ 258
    その他 -
   投資損失引当⾦ -
   ⻑期延滞債権 632
   ⻑期貸付⾦ 100
   基⾦ 17,597
    減債基⾦ -
    その他 17,597
   その他 8
   徴収不能引当⾦ -70
 流動資産 24,055
  現⾦預⾦ 15,152
  未収⾦ 956
  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 160
  その他 6
  徴収不能引当⾦ -57 純資産合計 538,336
資産合計 584,129 負債及び純資産合計 584,129

全体貸借対照表
（令和3年3月31日現在）



自治体名：安城市 【様式第2号】
会計：全体会計

（単位：百万円）
科目 金額

 経常費用 110,618
  業務費用 42,588
   人件費 12,000
    職員給与費 8,968
    賞与等引当金繰入額 717
    退職手当引当金繰入額 576
    その他 1,739
   物件費等 29,295
    物件費 16,400
    維持補修費 2,844
    減価償却費 9,782
    その他 269
   その他の業務費用 1,293
    支払利息 401
    徴収不能引当金繰入額 64
    その他 828
  移転費用 68,031
   補助金等 55,543
   社会保障給付 12,201
   他会計への繰出金 -
   その他 287
 経常収益 7,270
  使用料及び手数料 5,026
  その他 2,244
純経常行政コスト 103,348
 臨時損失 165
  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 40
 臨時利益 127
  資産売却益 84
  その他 43
純行政コスト 103,387

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



自治体名：安城市 【様式第3号】
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 536,830 567,710 -30,881
 純行政コスト（△） -103,387 -103,387
 財源 104,544 104,544
  税収等 57,223 57,223
  国県等補助金 47,321 47,321
 本年度差額 1,157 1,157
 固定資産等の変動（内部変動） -147 147
  有形固定資産等の増加 11,911 -11,911
  有形固定資産等の減少 -9,969 9,969
  貸付金・基金等の増加 12,522 -12,522
  貸付金・基金等の減少 -14,612 14,612
 資産評価差額 - -
 無償所管換等 241 241
 その他 108 108 -
 本年度純資産変動額 1,506 201 1,305
本年度末純資産残高 538,336 567,912 -29,576

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



自治体名：安城市 【様式第4号】
会計：全体会計

（単位：百万円）
科目 金額

【業務活動収支】
 業務支出 100,202
  業務費用支出 32,173
   人件費支出 11,762
   物件費等支出 19,163
   支払利息支出 401
   その他の支出 847
  移転費用支出 68,029
   補助金等支出 55,541
   社会保障給付支出 12,201
   他会計への繰出支出 -
   その他の支出 287
 業務収入 108,628
  税収等収入 56,890
  国県等補助金収入 44,516
  使用料及び手数料収入 4,976
  その他の収入 2,245
 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 8,396
【投資活動収支】
 投資活動支出 24,229
  公共施設等整備費支出 12,026
  基金積立金支出 11,917
  投資及び出資金支出 83
  貸付金支出 203
  その他の支出 -
 投資活動収入 17,524
  国県等補助金収入 2,802
  基金取崩収入 14,090
  貸付金元金回収収入 203
  資産売却収入 113
  その他の収入 316
投資活動収支 -6,706
【財務活動収支】
 財務活動支出 4,698
  地方債等償還支出 4,655
  その他の支出 43
 財務活動収入 3,555
  地方債等発行収入 3,528
  その他の収入 27
財務活動収支 -1,143
本年度資金収支額 548
前年度末資金残高 13,730
本年度末資金残高 14,278

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 15,152

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


