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１ はじめに 

地方公共団体の活動は、税金を活動資源とし、住民福祉の増進等を目的とし

ており、予算の議決を通して議会による民主的統制の下に置かれています。こ

のため、地方公共団体の会計は予算の適正かつ確実な執行に資する「現金主義

会計」が採用されています。「現金主義会計」は単年度における現金収支の管

理であり、決算書もこれに基づいて作成されています。 

一方で、厳しい財政状況の中で、財政の透明性を高め、住民に対する説明責

任をより適切に果たすため、全国の地方公共団体は、総務省からの指針に基づ

き、発生主義会計、複式簿記といった企業会計的手法を活用した「総務省方式

改訂モデル」、「基準モデル」、「東京都方式」により財務書類を作成してき

ました。 

企業会計的手法による財務書類は現金主義による財務書類と比較し、これま

でに整備した社会資本（資産）の状況や今後返済すべき地方債等（負債）の残

高など、ストック情報が「見える化」されました。しかしながら、複数のモデ

ルが存在するため、地方公共団体間の比較が難しいことのほか、本格的な複式

簿記の導入が進まない、固定資産台帳の整備が十分でないといった課題があり

ました。 

このような状況の中、平成２７年１月に総務省から「統一的な基準による地

方公会計マニュアル」が示され、原則として平成２７年度から平成２９年度ま

での３年間で全ての地方公共団体がこの基準により、固定資産台帳を整備、お

よび財務書類を作成するよう要請されました。 

茅ヶ崎市では、平成１９年度決算から総務省方式改訂モデルによる財務書類

を作成し、公表してきましたが、総務省からの要請を受けて平成２８年度決算

から統一的な基準による財務書類を作成し、公表します。 

２ 財務書類の概要 

財務書類は、貸借対照表、行政コスト計算書、純資産変動計算書、資金収支

計算書の４つの表があり、概要は次のとおりです。 

(1) 貸借対照表（BS：Balance Sheet） 

貸借対照表は、茅ヶ崎市が住民サービスを提供するために保有している財産

（資産）と、その資産をどのような財源（負債・純資産）で賄ってきたかを総

括的に対照表示した一覧表です。 
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貸借対照表 行政コスト計算書 純資産変動計算書 資金収支計算書

資産 負債

現金
預金

純資産

　+　本年度末
 　　　　　　歳計外現金

業務活動収支

投資活動収支

財務活動収支

前年度末残高

本年度末残高

経常費用

経常収益

臨時損失

臨時利益

純行政コスト

前年度末残高

純行政コスト

財源

固定資産等の変動

本年度末残高

(2) 行政コスト計算書（PL：Profit and Loss statement） 

行政コスト計算書は、１年間（４月１日から翌年３月３１日まで）の行政活

動のうち、福祉給付やごみの収集といった資産形成に結びつかない行政サービ

スに係る経費と、その行政サービスの対価として得られた収入額の財源を対比

させた計算書です。 

(3) 純資産変動計算書（NW：Net Worth statement） 

純資産変動計算書は、貸借対照表内の「純資産の部」に計上されている各数

値が、１年間でどのように変動したかを表している計算書です。 

(4) 資金収支計算書（CF：Cash Flow statement） 

資金収支計算書は、歳計現金（資金）の出入りの情報を、性質の異なる３つ

の区分に分けて表示した計算書です。 

３ 財務書類４表の関係 

財務書類の４つの表はそれぞれが連動しており、相互関係を示すと以下のと

おりとなります。 
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一般会計

特別会計

公共用地先行取得事業特別会計

国民健康保険事業特別会計

後期高齢者医療事業特別会計

介護保険事業特別会計

公営企業会計

公共下水道事業

病院事業

広域連合

神奈川県後期高齢者医療広域連合

　地方公社・第三セクター等

茅ヶ崎市土地開発公社

(公財)茅ヶ崎市文化・スポーツ振興財団

(社福)茅ヶ崎市社会福祉事業団　

一
般
会
計
等

財
務
書
類

全
体
財
務
書
類 連

結
財
務
書
類

４ 対象となる会計範囲 

統一的な基準による財務書類の対象範囲は以下のとおりです。 

 

 

 

５ 作成基準日 

作成基準日は、会計年度末（３月３１日）とし、当該年度の出納整理期間（４

月１日～５月３１日）における収支は、作成基準日までに決済したものとして

整理します。 

６ 財務書類から分かる財務指標（一般会計等） 

(1)歳入額対資産比率 2.8 

これまでに形成した資産が、歳入の何年分に相当するかを表す指標です。 

歳入額対資産比率 ＝ 資産合計 ÷ 歳入総額（※） 

※歳入総額＝資金収支計算書の各区分の収入＋前年度末資金残高 

(2)資産老朽化比率 64.8％ 

有形固定資産のうち、土地以外の償却資産が耐用年数に対して資産の取得か

らどの程度経過しているのかを表す指標です。 
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資産老朽化比率（％） 

＝減価償却累計額 ÷（有形固定資産 － 土地 ＋ 減価償却累計額）× 100 

(3)純資産比率 68.5％ 

資産全体に対する現世代が負担してきた割合を表します。 

純資産比率（％）＝ 純資産 ÷ 総資産 × 100 

(4)将来世代負担比率 26.3％ 

資産全体に対する将来負担すべき割合を表します。 

将来世代負担比率（％） ＝ 地方債（※） ÷ 有形固定資産 × 100 

※地方債 ＝ 地方債 ＋ １年以内償還予定地方債 ＋ 長期未払金 

(5)受益者負担比率 3.8％ 

行政サービスの提供に対する受益者の負担割合を表す指標です。 

受益者負担比率（％） ＝ 経常収益 ÷ 経常費用 × 100 

(6)住民一人当たりの指標 

資産額 857千円 

負債  270千円 

純経常行政コスト 242千円 

※平成 29年 3月 31日現在の人口 240,951人で算出しています。 

（住民基本台帳人口） 
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【様式第１号】　貸借対照表

【様式第２号】　行政コスト計算書

【様式第３号】　純資産変動計算書

【様式第４号】　資金収支計算書

一般会計等財務書類
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（単位：千円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 199,093,359 固定負債 60,087,284

有形固定資産 190,791,564 地方債 50,419,805
事業用資産 141,892,178 長期未払金 -

土地 100,937,777 退職手当引当金 9,667,479
立木竹 - 損失補償等引当金 -
建物 97,641,847 その他 -
建物減価償却累計額 △ 59,290,421 流動負債 4,899,354
工作物 5,497,077 1年内償還予定地方債 3,951,856
工作物減価償却累計額 △ 4,265,552 未払金 -
船舶 1,980 未払費用 -
船舶減価償却累計額 △ 1,188 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 756,992
航空機 - 預り金 190,506
航空機減価償却累計額 - その他 -
その他 - 64,986,638
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 1,370,658 固定資産等形成分 190,848,199

インフラ資産 45,752,302 余剰分（不足分） △ 49,212,612
土地 29,201,282
建物 300,974
建物減価償却累計額 △ 215,583
工作物 60,714,002
工作物減価償却累計額 △ 44,377,958
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 129,585

物品 6,479,838
物品減価償却累計額 △ 3,332,753

無形固定資産 56,635
ソフトウェア 56,635
その他 -

投資その他の資産 8,245,160
投資及び出資金 6,506,042

有価証券 79,110
出資金 6,426,932
その他 -

投資損失引当金 -
長期延滞債権 782,264
長期貸付金 -
基金 1,174,463

減債基金 -
その他 1,174,463

その他 -
徴収不能引当金 △ 217,609

流動資産 7,528,866
現金預金 2,975,125
未収金 333,510
短期貸付金 -
基金 4,312,985

財政調整基金 4,312,985
減債基金 -

棚卸資産 -
その他 -
徴収不能引当金 △ 92,754 141,635,587

206,622,225 206,622,225
純資産合計

資産合計 負債及び純資産合計

負債合計

茅ヶ崎市【様式第１号】

一般会計等貸借対照表
（平成29年3月31日現在）

科目 金額 科目 金額
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（単位：千円）

経常費用

業務費用 28,516,209

人件費 14,292,913

職員給与費 11,543,340

賞与等引当金繰入額 756,992

退職手当引当金繰入額 944,875

その他 1,047,706

物件費等 13,523,174

物件費 10,344,268

維持補修費 75,772

減価償却費 3,081,996

その他 21,138

その他の業務費用 700,122

支払利息 450,299

徴収不能引当金繰入額 6,268

その他 243,555

移転費用 31,987,899

補助金等 7,101,108

社会保障給付 18,801,816

他会計への繰出金 6,070,609

その他 14,366

経常収益 2,269,333

使用料及び手数料 786,600

その他 1,482,733

純経常行政コスト △ 58,234,775

臨時損失 3,064

災害復旧事業費 1,038

資産除売却損 2,026

投資損失引当金繰入額 -

損失補償等引当金繰入額 -

その他 -

臨時利益 34,302

資産売却益 32,993

その他 1,309

純行政コスト △ 58,203,537

60,504,108

茅ヶ崎市【様式第２号】

一般会計等行政コスト計算書
自　平成28年　4月　1日
至　平成29年　3月31日

科目 金額
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(単位：千円）

固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）

前年度末純資産残高 186,780,876 △ 47,317,420

純行政コスト（△） △ 58,203,537 △ 58,203,537

財源 60,095,772 60,095,772

税収等 42,919,949 42,919,949

国県等補助金 17,175,823 17,175,823

本年度差額 1,892,235

固定資産等の変動（内部変動） 3,859,001 △ 3,859,001

有形固定資産等の増加 7,019,931 △ 7,019,931

有形固定資産等の減少 △ 3,099,468 3,099,468

貸付金・基金等の増加 235,023 △ 235,023

貸付金・基金等の減少 △ 296,485 296,485

資産評価差額 78,100

無償所管換等 130,222

その他 0 71,574

本年度純資産変動額 4,067,323 △ 1,895,192

本年度末純資産残高 190,848,199 △ 49,212,612

130,222

71,574

2,172,131

141,635,587

78,100

1,892,235

茅ヶ崎市【様式第３号】

一般会計等純資産変動計算書
自　　平成28年　4月　1日

至　　平成29年　3月31日

科目 合計

139,463,456
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（単位：千円）

【業務活動収支】

業務支出 57,682,573
業務費用支出 25,694,673

人件費支出 14,559,641
物件費等支出 10,447,680
支払利息支出 450,299
その他の支出 237,053

移転費用支出 31,987,900
補助金等支出 7,101,108
社会保障給付支出 18,801,816
他会計への繰出支出 6,070,609
その他の支出 14,367

業務収入 60,446,059
税収等収入 43,092,181
国県等補助金収入 15,077,675
使用料及び手数料収入 786,600
その他の収入 1,489,603

臨時支出 1,038
災害復旧事業費支出 1,038
その他の支出 -

臨時収入 -
業務活動収支 2,762,448
【投資活動収支】

投資活動支出 9,022,792
公共施設等整備費支出 6,978,822
基金積立金支出 54,190
投資及び出資金支出 180,833
貸付金支出 1,808,947
その他の支出 -

投資活動収入 4,073,032
国県等補助金収入 2,098,148
基金取崩収入 117,499
貸付金元金回収収入 1,808,947
資産売却収入 48,438
その他の収入 -

投資活動収支 △ 4,949,760
【財務活動収支】

財務活動支出 3,895,990
地方債償還支出 3,895,990
その他の支出 -

財務活動収入 6,018,297
地方債発行収入 6,018,297
その他の収入 -

財務活動収支 2,122,307
△ 65,005
2,849,624
2,784,619

前年度末歳計外現金残高 210,348
本年度歳計外現金増減額 △ 19,842
本年度末歳計外現金残高 190,506
本年度末現金預金残高 2,975,125

前年度末資金残高
本年度末資金残高

本年度資金収支額

茅ヶ崎市【様式第４号】

一般会計等資金収支計算書
自　　平成28年　4月　1日

至　　平成29年　3月31日

科目 金額
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【様式第１号】　全体貸借対照表

【様式第２号】　全体行政コスト計算書

【様式第３号】　全体純資産変動計算書

【様式第４号】　全体資金収支計算書

全体財務書類
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（単位：千円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 281,219,142 固定負債 101,663,460

有形固定資産 273,589,765 地方債等 90,033,021
事業用資産 150,297,012 長期未払金 0

土地 101,274,041 退職手当引当金 11,183,291
立木竹 0 損失補償等引当金 0
建物 114,645,883 その他 447,148
建物減価償却累計額 △ 68,300,666 流動負債 9,785,093
工作物 5,692,349 1年内償還予定地方債等 6,786,326
工作物減価償却累計額 △ 4,426,254 未払金 1,479,137
船舶 1,980 未払費用 0
船舶減価償却累計額 △ 1,188 前受金 0
浮標等 0 前受収益 0
浮標等減価償却累計額 0 賞与等引当金 1,107,957
航空機 0 預り金 233,986
航空機減価償却累計額 0 その他 177,687
その他 0 繰延収益 21,125,697
その他減価償却累計額 0 長期前受金 30,487,551
建設仮勘定 1,410,867 収益化累計額 △ 9,361,854

インフラ資産 118,168,796 132,574,249
土地 32,419,729 【純資産の部】
建物 1,215,348 固定資産等形成分 240,627,768
建物減価償却累計額 △ 340,991 余剰分（不足分） △ 75,767,782
工作物 141,204,431 他団体出資等分 0
工作物減価償却累計額 △ 56,555,681
その他 0
その他減価償却累計額 0
建設仮勘定 225,960

物品 11,569,145
物品減価償却累計額 △ 6,445,187

無形固定資産 3,142,755
ソフトウェア 3,139,931
その他 2,824

投資その他の資産 4,486,622
投資及び出資金 492,722

有価証券 79,110
出資金 413,612
その他 0

投資損失引当金 0
長期延滞債権 1,297,770
長期貸付金 37,307
基金 2,965,951

減債基金 0
その他 2,965,951

その他 290,681
徴収不能引当金 △ 597,809

流動資産 16,215,093
現金預金 9,213,697
未収金 2,868,988
短期貸付金 0
基金 4,312,985

財政調整基金 4,312,985
減債基金 0

棚卸資産 62,482
その他 140,170

徴収不能引当金 △ 383,229

繰延資産 0 164,859,986
297,434,235 297,434,235

茅ヶ崎市【様式第１号】

全体貸借対照表
（平成29年3月31日現在）

科目 金額 科目 金額

純資産合計
資産合計 負債及び純資産合計

負債合計
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（単位：千円）

経常費用 110,450,044

業務費用 45,541,085

人件費 19,890,429

職員給与費 16,668,887

賞与等引当金繰入額 1,063,650

退職手当引当金繰入額 1,110,186

その他 1,047,706

物件費等 22,851,672

物件費 16,110,226

維持補修費 305,409

減価償却費 6,414,899

その他 21,138

その他の業務費用 2,798,984

支払利息 1,362,718

徴収不能引当金繰入額 327,855

その他 1,108,411

移転費用 64,908,959

補助金等 18,021,612

社会保障給付 46,851,961

他会計への繰出金 21,020

その他 14,366

経常収益 28,099,155

使用料及び手数料 12,464,890

その他 15,634,265

純経常行政コスト △ 82,350,889

臨時損失 3,064

災害復旧事業費 1,038

資産除売却損 2,026

投資損失引当金繰入額 0

損失補償等引当金繰入額 0

その他 0

臨時利益 37,538

資産売却益 32,993

その他 4,545

純行政コスト △ 82,316,415

茅ヶ崎市【様式第２号】

全体行政コスト計算書
自　　平成28年4月　1日
至　　平成29年3月31日

科目 金額
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(単位：千円）

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 163,045,925 240,103,557 △ 77,057,632 0

純行政コスト（△） △ 82,316,415 △ 82,316,415 0

財源 83,606,265 83,606,265 0

税収等 55,135,835 55,135,835 0

国県等補助金 28,470,430 28,470,430 0

本年度差額 1,289,850 1,289,850 0

固定資産等の変動（内部変動） 0 0

有形固定資産等の増加 10,032 0

有形固定資産等の減少 0 0

貸付金・基金等の増加 0 0

貸付金・基金等の減少 0 0

資産評価差額 △ 223,223 △ 223,223

無償所管換等 130,222 130,222

他団体出資等分の増加 0 0

他団体出資等分の減少 0 0

その他 617,212 617,212 0

本年度純資産変動額 1,814,061 524,211 1,289,850 0

本年度末純資産残高 164,859,986 240,627,768 △ 75,767,782 0

茅ヶ崎市【様式第３号】

全体純資産変動計算書
自　　平成28年4月　1日
至　　平成29年3月31日

科目 合計
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（単位：千円）

【業務活動収支】

業務支出 104,258,481
業務費用支出 38,806,320

人件費支出 20,124,588
物件費等支出 16,352,209
支払利息支出 1,362,718
その他の支出 966,805

移転費用支出 65,452,161
補助金等支出 18,269,600
社会保障給付支出 46,851,961
他会計への繰出支出 21,020
その他の支出 309,580

業務収入 109,247,986
税収等収入 47,141,720
国県等補助金収入 25,808,982
使用料及び手数料収入 12,430,938
その他の収入 23,866,346

臨時支出 1,038
災害復旧事業費支出 1,038
その他の支出 0

臨時収入 0
業務活動収支 4,988,467
【投資活動収支】

投資活動支出 12,028,768
公共施設等整備費支出 9,948,123
基金積立金支出 207,920
投資及び出資金支出 0
貸付金支出 1,808,947
その他の支出 63,778

投資活動収入 4,694,257
国県等補助金収入 2,452,852
基金取崩収入 187,499
貸付金元金回収収入 1,808,947
資産売却収入 48,438
その他の収入 196,521

投資活動収支 △ 7,334,511
【財務活動収支】

財務活動支出 6,931,054
地方債等償還支出 6,686,979
その他の支出 244,075

財務活動収入 8,196,894
地方債等発行収入 7,940,597
その他の収入 256,297

財務活動収支 1,265,840
△ 1,080,204

10,103,396
9,023,192

前年度末歳計外現金残高
本年度歳計外現金増減額
本年度末歳計外現金残高 190,505
本年度末現金預金残高 9,213,697

前年度末資金残高
本年度末資金残高

本年度資金収支額

茅ヶ崎市【様式第４号】

全体資金収支計算書
自　　平成28年4月　1日

至　　平成29年3月31日

科目 金額

14



【様式第１号】　連結貸借対照表

【様式第２号】　連結行政コスト計算書

【様式第３号】　連結純資産変動計算書

【様式第４号】　連結資金収支計算書

連結財務書類
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（単位：千円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 282,231,614 固定負債 101,738,664

有形固定資産 274,369,192 地方債等 90,033,021
事業用資産 151,065,332 長期未払金 0

土地 102,031,973 退職手当引当金 11,237,907
立木竹 0 損失補償等引当金 0
建物 114,656,271 その他 467,736
建物減価償却累計額 △ 68,300,666 流動負債 11,863,731
工作物 5,692,349 1年内償還予定地方債等 8,771,326
工作物減価償却累計額 △ 4,426,254 未払金 1,544,077
船舶 1,980 未払費用 24
船舶減価償却累計額 △ 1,188 前受金 0
浮標等 0 前受収益 41
浮標等減価償却累計額 0 賞与等引当金 1,133,687
航空機 0 預り金 236,879
航空機減価償却累計額 0 その他 177,697
その他 0 繰延収益 21,125,697
その他減価償却累計額 0 長期前受金 30,487,551
建設仮勘定 1,410,867 収益化累計額 △ 9,361,854

インフラ資産 118,168,796 134,728,091
土地 32,419,729 【純資産の部】
建物 1,215,348 固定資産等形成分 240,821,060
建物減価償却累計額 △ 340,991 余剰分（不足分） △ 75,472,067
工作物 141,204,431 他団体出資等分 0
工作物減価償却累計額 △ 56,555,681
その他 0
その他減価償却累計額 0
建設仮勘定 225,960

物品 11,580,252
物品減価償却累計額 △ 6,445,187

無形固定資産 3,142,861
ソフトウェア 3,140,037
その他 2,824

投資その他の資産 4,719,561
投資及び出資金 487,722

有価証券 378,327
出資金 105,612
その他 3,783

投資損失引当金 0
長期延滞債権 1,301,553
長期貸付金 37,307
基金 3,200,095

減債基金 0
その他 3,047,055

その他 290,693
徴収不能引当金 △ 597,809

流動資産 17,845,470
現金預金 10,823,625
未収金 2,880,539
短期貸付金 0
基金 4,320,055

財政調整基金 4,320,055
減債基金 0

棚卸資産 62,482
その他 141,998

徴収不能引当金 △ 383,229

繰延資産 0 165,348,993
300,077,084 300,077,084

茅ヶ崎市【様式第１号】

連結貸借対照表
（平成29年3月31日現在）

科目 金額 科目 金額

純資産合計
資産合計 負債及び純資産合計

負債合計
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（単位：千円）

経常費用 133,295,218

業務費用 47,093,491

人件費 20,348,142

職員給与費 17,101,349

賞与等引当金繰入額 1,086,039

退職手当引当金繰入額 1,113,026

その他 1,047,728

物件費等 23,534,111

物件費 16,759,270

維持補修費 333,397

減価償却費 6,419,002

その他 22,442

その他の業務費用 3,211,238

支払利息 1,362,718

徴収不能引当金繰入額 327,855

その他 1,520,665

移転費用 86,201,727

補助金等 39,327,924

社会保障給付 46,851,961

他会計への繰出金 21,020

その他 822

経常収益 29,275,861

使用料及び手数料 13,586,703

その他 15,689,158

純経常行政コスト △ 104,019,357

臨時損失 3,064

災害復旧事業費 1,038

資産除売却損 2,026

投資損失引当金繰入額 0

損失補償等引当金繰入額 0

その他 0

臨時利益 37,538

資産売却益 32,993

その他 4,545

純行政コスト △ 103,984,883

茅ヶ崎市【様式第２号】

連結行政コスト計算書
自　　平成28年4月　1日
至　　平成29年3月31日

科目 金額
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(単位：千円）

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 162,833,244 240,310,324 △ 77,477,080 0

純行政コスト（△） △ 103,984,883 △ 103,984,883 0

財源 105,989,896 105,989,896 0

税収等 67,387,013 67,387,013 0

国県等補助金 38,602,883 38,602,883 0

本年度差額 2,005,013 2,005,013 0

固定資産等の変動（内部変動） △ 186,609 0

有形固定資産等の増加 10,032 0

有形固定資産等の減少 0 0

貸付金・基金等の増加 20,788 0

貸付金・基金等の減少 △ 207,397 0

資産評価差額 △ 231,697 △ 231,697

無償所管換等 130,222 130,222

他団体出資等分の増加 0 0

他団体出資等分の減少 0 0

その他 612,211 612,211 0

本年度純資産変動額 2,515,749 510,736 2,005,013 0

本年度末純資産残高 165,348,993 240,821,060 △ 75,472,067 0

茅ヶ崎市【様式第３号】

連結純資産変動計算書
自　　平成28年4月　1日
至　　平成29年3月31日

科目 合計
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（単位：千円）

【業務活動収支】

業務支出 127,082,653
業務費用支出 40,328,505

人件費支出 20,563,936
物件費等支出 17,008,182
支払利息支出 1,362,718
その他の支出 1,393,669

移転費用支出 86,754,148
補助金等支出 39,571,334
社会保障給付支出 46,851,961
他会計への繰出支出 21,020
その他の支出 309,833

業務収入 132,709,605
税収等収入 59,406,442
国県等補助金収入 35,826,781
使用料及び手数料収入 13,554,124
その他の収入 23,922,258

臨時支出 1,038
災害復旧事業費支出 1,038
その他の支出 0

臨時収入 114,653
業務活動収支 5,740,567
【投資活動収支】

投資活動支出 12,069,398
公共施設等整備費支出 9,969,425
基金積立金支出 227,248
投資及び出資金支出 0
貸付金支出 1,808,947
その他の支出 63,778

投資活動収入 4,901,146
国県等補助金収入 2,452,852
基金取崩収入 394,388
貸付金元金回収収入 1,808,947
資産売却収入 48,438
その他の収入 196,521

投資活動収支 △ 7,168,252
【財務活動収支】

財務活動支出 6,970,986
地方債等償還支出 6,711,979
その他の支出 259,007

財務活動収入 8,196,894
地方債等発行収入 7,940,597
その他の収入 256,297

財務活動収支 1,225,908
△ 201,777
10,834,897
10,633,120

前年度末歳計外現金残高
本年度歳計外現金増減額
本年度末歳計外現金残高 190,505
本年度末現金預金残高 10,823,625

前年度末資金残高
本年度末資金残高

本年度資金収支額

茅ヶ崎市【様式第４号】

連結資金収支計算書
自　　平成28年4月　1日

至　　平成29年3月31日

科目 金額
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