
【様式第1号】

自治体名：茅ヶ崎市

会計：全体会計 （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 295,559,240   固定負債 134,220,008

    有形固定資産 287,542,095     地方債等 97,121,697

      事業用資産 159,823,007     長期未払金 -

        土地 102,142,876     退職手当引当金 11,162,924

        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 11,120,620

        建物 127,147,007     １年内償還予定地方債等 7,186,964

        建物減価償却累計額 -71,457,098     未払金 2,170,800

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        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 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 1,250,983

        船舶 1,980     預り金 224,797

        船舶減価償却累計額 -1,980     その他 287,076

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 145,340,628

        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 299,872,981

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -131,389,977

        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 -

        その他減価償却累計額 -

        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 14,419,427

      物品減価償却累計額 -7,759,296

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 2,799,820

      ソフトウェア 387,032

      その他 2,412,788

    投資その他の資産 5,217,325

      投資及び出資金 521,372

        有価証券 107,760

        出資金 413,612

        その他 -

      長期延滞債権 891,414

      長期貸付金 -

      基金 3,993,898

        減債基金 -

        その他 3,993,898

      その他 147,445

      徴収不能引当金 -336,803

  流動資産 18,264,391

    現金預金 10,874,924

    未収金 3,013,268

    短期貸付金 -

    基金 4,313,741

      財政調整基金 4,313,741

      減債基金 -

    棚卸資産 84,103

    その他 83,456

    徴収不能引当金 -105,100

  繰延資産 - 純資産合計 168,483,004

資産合計 313,823,631 負債及び純資産合計 313,823,631

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：全体会計 （単位：千円）

    資産売却益 9,184

    その他 267,109

純行政コスト 98,535,871

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 37,084

  臨時利益 276,294

  臨時損失 814,627

    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 11,372,502

    その他 3,300,037

純経常行政コスト 97,997,538

      社会保障給付 14,495,817

      その他 21,156

  経常収益 14,672,539

        その他 1,465,116

    移転費用 60,314,271

      補助金等 45,797,298

      その他の業務費用 2,568,324

        支払利息 1,139,142

        徴収不能引当金繰入額 -35,934

        維持補修費 1,165,346

        減価償却費 7,604,279

        その他 -

        その他 3,088,005

      物件費等 28,500,309

        物件費 19,730,684

        職員給与費 15,820,294

        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 112,670,077

    業務費用 52,355,806

      人件費 21,287,173

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：全体会計 （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 174,872,794 301,443,154 -126,570,359 -

  純行政コスト（△） -98,535,871 -98,535,871 -

  財源 96,718,554 96,718,554 -

    税収等 75,879,646 75,879,646 -

    国県等補助金 20,838,907 20,838,907 -

  本年度差額 -1,817,318 -1,817,318 -

  固定資産等の変動（内部変動） 5,772,379 -5,772,379

    有形固定資産等の増加 11,112,849 -11,112,849

    有形固定資産等の減少 -8,253,724 8,253,724

    貸付金・基金等の増加 3,120,027 -3,120,027

    貸付金・基金等の減少 -206,772 206,772

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 817,589 817,589

  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 -5,390,062 -8,160,140 2,770,079

  本年度純資産変動額 -6,389,791 -1,570,173 -4,819,618 -

本年度末純資産残高 168,483,004 299,872,981 -131,389,977 -

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：全体会計 （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 10,874,924

財務活動収支 5,780,938

本年度資金収支額 55,533

前年度末資金残高 10,637,465

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 10,692,999

    地方債等償還支出 7,032,505

    その他の支出 129,337

  財務活動収入 12,942,780

    地方債等発行収入 12,942,780

    その他の収入 -

    資産売却収入 3,561

    その他の収入 606,906

投資活動収支 -10,465,639

【財務活動収支】

  財務活動支出 7,161,842

    その他の支出 -

  投資活動収入 3,510,631

    国県等補助金収入 945,481

    基金取崩収入 143,356

    貸付金元金回収収入 1,811,328

  投資活動支出 13,976,270

    公共施設等整備費支出 10,906,592

    基金積立金支出 1,250,266

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 1,819,413

    災害復旧事業費支出 1,740

    その他の支出 37,084

  臨時収入 267,109

業務活動収支 4,740,234

【投資活動収支】

    税収等収入 75,067,188

    国県等補助金収入 20,106,453

    使用料及び手数料収入 11,322,028

    その他の収入 3,262,963

  臨時支出 38,824

    移転費用支出 60,314,271

      補助金等支出 45,797,298

      社会保障給付支出 14,495,817

      その他の支出 21,156

  業務収入 109,758,633

    業務費用支出 44,932,414

      人件費支出 21,417,290

      物件費等支出 20,970,441

      支払利息支出 1,159,024

      その他の支出 1,385,659

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 105,246,684
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