
【様式第1号】

自治体名：茅ヶ崎市

会計：連結会計 （単位：千円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 295,988,419   固定負債 134,273,425

    有形固定資産 287,559,439     地方債等 97,121,697

      事業用資産 159,831,763     長期未払金 -

        土地 102,142,876     退職手当引当金 11,216,341

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 -     その他 25,935,387

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 13,173,848

        建物 127,157,463     １年内償還予定地方債等 9,121,964

        建物減価償却累計額 -71,458,798     未払金 2,261,508

        建物減損損失累計額 -     未払費用 24

        工作物 3,685,992     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -2,882,058     前受収益 891

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 1,266,049

        船舶 1,980     預り金 236,333

        船舶減価償却累計額 -1,980     その他 287,080

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 147,447,273

        浮標等 - 【純資産の部】

        浮標等減価償却累計額 -   固定資産等形成分 300,312,401

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -129,532,483

        航空機 -   他団体出資等分 -

        航空機減価償却累計額 -

        航空機減損損失累計額 -

        その他 105

        その他減価償却累計額 -105

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 1,186,289

      インフラ資産 121,058,957

        土地 32,881,936

        土地減損損失累計額 -

        建物 3,458,697

        建物減価償却累計額 -469,182

        建物減損損失累計額 -

        工作物 147,920,162

        工作物減価償却累計額 -62,883,833

        工作物減損損失累計額 -

        その他 29,156

        その他減価償却累計額 -729

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 122,751

      物品 14,457,451

      物品減価償却累計額 -7,788,732

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 2,799,980

      ソフトウェア 387,117

      その他 2,412,863

    投資その他の資産 5,628,999

      投資及び出資金 213,372

        有価証券 107,760

        出資金 105,612

        その他 -

      長期延滞債権 895,806

      長期貸付金 -

      基金 4,708,280

        減債基金 -

        その他 4,708,280

      その他 148,345

      徴収不能引当金 -336,803

  流動資産 22,238,772

    現金預金 12,270,855

    未収金 3,034,660

    短期貸付金 -

    基金 4,323,983

      財政調整基金 4,323,983

      減債基金 -

    棚卸資産 2,630,087

    その他 84,286

    徴収不能引当金 -105,100

  繰延資産 - 純資産合計 170,779,918

資産合計 318,227,191 負債及び純資産合計 318,227,191

連結貸借対照表
（平成31年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：茅ヶ崎市

会計：連結会計 （単位：千円）

    資産売却益 9,184

    その他 267,109

純行政コスト 114,196,536

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 37,147

  臨時利益 276,294

  臨時損失 814,689

    災害復旧事業費 1,740

    資産除売却損 775,803

    使用料及び手数料 11,383,021

    その他 3,719,472

純経常行政コスト 113,658,141

      社会保障給付 14,495,817

      その他 46,277

  経常収益 15,102,494

        その他 1,884,688

    移転費用 75,310,013

      補助金等 60,767,919

      その他の業務費用 2,987,897

        支払利息 1,139,142

        徴収不能引当金繰入額 -35,934

        維持補修費 1,179,665

        減価償却費 7,608,903

        その他 254

        その他 3,218,311

      物件費等 28,576,620

        物件費 19,787,798

        職員給与費 16,288,919

        賞与等引当金繰入額 1,220,874

        退職手当引当金繰入額 1,158,001

  経常費用 128,760,634

    業務費用 53,450,621

      人件費 21,886,105

連結行政コスト計算書
自　平成30年4月1日
至　平成31年3月31日

科目名 金額



【様式第3号】

自治体名：茅ヶ崎市

会計：連結会計 （単位：千円）

科目名 合計 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 177,879,353 302,970,654 -125,091,301 -

  純行政コスト（△） -114,196,536 -114,196,536 -

  財源 111,952,850 111,952,850 -

    税収等 80,786,144 80,786,144 -

    国県等補助金 31,166,706 31,166,706 -

  本年度差額 -2,243,686 -2,243,686 -

  固定資産等の変動（内部変動） 4,991,757 -4,991,757

    有形固定資産等の増加 11,113,147 -11,113,147

    有形固定資産等の減少 -9,022,139 9,022,139

    貸付金・基金等の増加 3,324,755 -3,324,755

    貸付金・基金等の減少 -424,006 424,006

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 818,147 818,147

  他団体出資等分の増加 - -

  他団体出資等分の減少 - -

  比例連結割合変更に伴う差額 - - - -

  その他 -5,673,896 -8,468,156 2,794,261

  本年度純資産変動額 -7,099,435 -2,658,253 -4,441,182 -

本年度末純資産残高 170,779,918 300,312,401 -129,532,483 -

連結純資産変動計算書
自　平成30年4月1日
至　平成31年3月31日



【様式第4号】

自治体名：茅ヶ崎市

会計：連結会計 （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 197,123

本年度歳計外現金増減額 -15,198

本年度末歳計外現金残高 181,925

本年度末現金預金残高 12,270,855

財務活動収支 5,756,571

本年度資金収支額 -344,662

前年度末資金残高 12,433,592

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 12,088,930

    地方債等償還支出 9,492,505

    その他の支出 129,337

  財務活動収入 15,378,414

    地方債等発行収入 15,377,780

    その他の収入 633

    資産売却収入 13,734

    その他の収入 606,906

投資活動収支 -10,448,691

【財務活動収支】

  財務活動支出 9,621,842

    その他の支出 -

  投資活動収入 3,233,207

    国県等補助金収入 945,481

    基金取崩収入 355,758

    貸付金元金回収収入 1,311,328

  投資活動支出 13,681,897

    公共施設等整備費支出 10,908,199

    基金積立金支出 1,454,242

    投資及び出資金支出 44

    貸付金支出 1,319,413

    災害復旧事業費支出 1,740

    その他の支出 37,147

  臨時収入 1,632,976

業務活動収支 4,347,457

【投資活動収支】

    税収等収入 79,973,683

    国県等補助金収入 29,089,676

    使用料及び手数料収入 11,422,891

    その他の収入 3,581,021

  臨時支出 38,886

    移転費用支出 75,304,761

      補助金等支出 60,767,838

      社会保障給付支出 14,495,817

      その他の支出 41,106

  業務収入 124,067,271

    業務費用支出 46,009,143

      人件費支出 22,001,789

      物件費等支出 21,044,852

      支払利息支出 1,159,024

      その他の支出 1,803,478

連結資金収支計算書
自　平成30年4月1日
至　平成31年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 121,313,904
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