
【様式第1号】

自治体名：茅ヶ崎市

会計：一般会計等 （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 211,340,669   固定負債 71,242,529

    有形固定資産 208,364,106     地方債 60,241,172

      事業用資産 151,701,634     長期未払金 -

        土地 101,806,612     退職手当引当金 9,270,124

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 110,142,970     その他 1,731,233

        建物減価償却累計額 -61,682,511   流動負債 5,420,424

        工作物 3,500,751     １年内償還予定地方債 4,181,026

        工作物減価償却累計額 -2,715,367     未払金 -

        船舶 1,980     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -1,980     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 956,118

        航空機 -     預り金 181,925

        航空機減価償却累計額 -     その他 101,355

        その他 - 負債合計 76,662,953

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 649,178   固定資産等形成分 215,654,410

      インフラ資産 55,709,040   余剰分（不足分） -71,117,771

        土地 29,662,588

        建物 2,432,134

        建物減価償却累計額 -288,537

        工作物 71,877,121

        工作物減価償却累計額 -48,057,422

        その他 29,156

        その他減価償却累計額 -729

        建設仮勘定 54,730

      物品 1,942,380

      物品減価償却累計額 -988,948

    無形固定資産 34,121

      ソフトウェア 34,121

      その他 -

    投資その他の資産 2,942,442

      投資及び出資金 488,352

        有価証券 79,110

        出資金 409,242

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 443,514

      長期貸付金 -

      基金 2,076,882

        減債基金 -

        その他 2,076,882

      その他 -

      徴収不能引当金 -66,305

  流動資産 9,858,922

    現金預金 5,154,513

    未収金 403,166

    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 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -12,498 純資産合計 144,536,639

資産合計 221,199,591 負債及び純資産合計 221,199,591

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：一般会計等 （単位：千円）

    その他 -

純行政コスト 61,722,297

    その他 -

  臨時利益 9,184

    資産売却益 9,184

    資産除売却損 766,589

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

純経常行政コスト 60,963,152

  臨時損失 768,329

    災害復旧事業費 1,740

  経常収益 2,389,429

    使用料及び手数料 823,615

    その他 1,565,814

      社会保障給付 14,494,293

      他会計への繰出金 4,364,115

      その他 21,156

        その他 687,129

    移転費用 28,340,609

      補助金等 9,461,045

      その他の業務費用 1,052,602

        支払利息 373,948

        徴収不能引当金繰入額 -8,475

        維持補修費 915,296

        減価償却費 4,059,549

        その他 -

        その他 1,114,704

      物件費等 19,522,156

        物件費 14,547,311

        職員給与費 11,398,228

        賞与等引当金繰入額 956,118

        退職手当引当金繰入額 968,165

  経常費用 63,352,581

    業務費用 35,011,972

      人件費 14,437,214

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：一般会計等 （単位：千円）

科目名 合計 固定資産等形成分 余剰分(不足分)

前年度末純資産残高 150,959,340 215,820,876 -64,861,536

  純行政コスト（△） -61,722,297 -61,722,297

  財源 60,287,821 60,287,821

    税収等 44,612,741 44,612,741

    国県等補助金 15,675,081 15,675,081

  本年度差額 -1,434,475 -1,434,475

  固定資産等の変動（内部変動） 6,580,516 -6,580,516

    有形固定資産等の増加 9,143,196 -9,143,196

    有形固定資産等の減少 -4,813,508 4,813,508

    貸付金・基金等の増加 2,394,185 -2,394,185

    貸付金・基金等の減少 -143,356 143,356

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 817,589 817,589

  その他 -5,805,814 -7,564,572 1,758,757

  本年度純資産変動額 -6,422,701 -166,466 -6,256,235

本年度末純資産残高 144,536,639 215,654,410 -71,117,771

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：一般会計等 （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 5,154,513

    その他の収入 -

財務活動収支 6,768,643

本年度資金収支額 694,748

前年度末資金残高 4,277,840

本年度末資金残高 4,972,588

  財務活動支出 4,103,301

    地方債償還支出 4,103,301

    その他の支出 -

  財務活動収入 10,871,944

    地方債発行収入 10,871,944

    貸付金元金回収収入 1,808,947

    資産売却収入 12,651

    その他の収入 -

投資活動収支 -8,620,299

【財務活動収支】

    貸付金支出 1,808,947

    その他の支出 -

  投資活動収入 2,697,408

    国県等補助金収入 732,454

    基金取崩収入 143,356

【投資活動収支】

  投資活動支出 11,317,707

    公共施設等整備費支出 8,923,522

    基金積立金支出 585,238

    投資及び出資金支出 -

  臨時支出 1,740

    災害復旧事業費支出 1,740

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 2,546,405

  業務収入 62,073,483

    税収等収入 44,775,359

    国県等補助金収入 14,942,627

    使用料及び手数料収入 824,672

    その他の収入 1,530,825

    移転費用支出 28,340,609

      補助金等支出 9,461,045

      社会保障給付支出 14,494,293

      他会計への繰出支出 4,364,115

      その他の支出 21,156

    業務費用支出 31,184,730

      人件費支出 14,559,766

      物件費等支出 15,563,886

      支払利息支出 373,948

      その他の支出 687,129

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 59,525,339
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