
財務諸表　一般会計等決算

貸借対照表
平成３０年３月３１日現在 （単位：万円）

資産の部 負債の部
固定資産 固定負債

学校や道路の建設、土地購入などに使
われたお金の総額から減価償却分を差
し引いた額

10,901,849 3,145,367

（うち投資など） 2,241,917

流動負債
311,298

負債合計 3,456,665

純資産の部
流動資産 固定資産等形成分 11,394,884

現金や貯金、必要なときに現金化する
ことができる積立金、市税などの未収金

647,631 余剰分（不足分） △ 3,302,069

（うち現金預金） 146,651 純資産合計 8,092,815

資産合計 11,549,480 負債及び純資産合計 11,549,480

行政コスト計算書 純資産変動計算書
自　平成２９年 ４月１日 自　平成２９年 ４月１日

至　平成３０年３月３１日 （単位：万円） 至　平成３０年３月３１日 （単位：万円）

経常行政コスト 前年度末純資産残高 7,831,722

人にかかるコスト 純行政コスト △ 2,049,606

人件費、賞与引当金繰入額など 428,577 税収等 1,854,638

物にかかるコスト 補助金 414,949

電気料、修理など維持補修費など 886,104 寄附等 41,112

移転支出的なコスト 本年度末純資産残高 8,092,815

高齢者や児童などへの手当（扶助費）、
団体への補助金、特別会計への繰出
金など

866,030

その他コスト 資金収支計算書
市債の利子、時効により納入されな
かった税金（不納欠損）など

31,975
自　平成２９年 ４月１日
至　平成３０年３月３１日

（単位：万円）

経常費用 2,212,686 前年度末現金預金残高 147,154

使用料・手数料 37,181 資金増減額 2,357

分担金・負担金・寄附金など 79,162 業務活動収支 385,854

経常収益 116,343 投資活動収支 △ 250,991

臨時行政コスト 財務活動収支 △ 132,506

災害復旧費・損失補償引当金繰入額など 30,370 歳計外現金増減額 △ 2,860

臨時損失 30,370 本年度末現金預金残高 146,651

退職手当引当金の減少など 77,107

臨時利益 77,107

（差引）純行政コスト 2,049,606

翌々年度以降に支払や返済が行われ
る予定のもの

翌年度に支払や返済をするもの



財務諸表　全体会計決算

貸借対照表
平成３０年３月３１日現在 （単位：万円）

資産の部 負債の部
固定資産 固定負債

学校や道路の建設、土地購入などに使
われたお金の総額から減価償却分を差
し引いた額

13,025,442 4,912,579

（うち投資など） 1,594,844

流動負債
496,542

負債合計 5,409,121

純資産の部
流動資産 固定資産等形成分 13,518,477

現金や貯金、必要なときに現金化する
ことができる積立金、市税などの未収金

1,341,928 余剰分（不足分） △ 4,560,188

（うち現金預金） 631,086

繰延資産 40 純資産合計 8,958,289

資産合計 14,367,410 負債及び純資産合計 14,367,410

行政コスト計算書 純資産変動計算書
自　平成２９年 ４月１日 自　平成２９年 ４月１日

至　平成３０年３月３１日 （単位：万円） 至　平成３０年３月３１日 （単位：万円）

経常行政コスト 前年度末純資産残高 8,481,916

人にかかるコスト 純行政コスト △ 3,236,841

人件費、賞与引当金繰入額など 581,325 税収等 2,669,115

物にかかるコスト 補助金 756,468

電気料、修理など維持補修費など 1,516,584 寄附等 287,631

移転支出的なコスト 本年度末純資産残高 8,958,289

高齢者や児童などへの手当（扶助費）、
団体への補助金、特別会計への繰出
金など

1,802,436

その他コスト 資金収支計算書
市債の利子、時効により納入されな
かった税金（不納欠損）など

121,294
自　平成２９年 ４月１日
至　平成３０年３月３１日

（単位：万円）

経常費用 4,021,639 前年度末現金預金残高 678,368

使用料・手数料 600,813 資金増減額 △ 44,422

分担金・負担金・寄附金など 135,210 業務活動収支 548,921

経常収益 736,023 投資活動収支 △ 362,855

臨時行政コスト 財務活動収支 △ 230,488

災害復旧費・損失補償引当金繰入額など 28,332 歳計外現金増減額 △ 2,860

臨時損失 28,332 本年度末現金預金残高 631,086

退職手当引当金の減少など 77,107

臨時利益 77,107

（差引）純行政コスト 3,236,841

翌々年度以降に支払や返済が行われ
る予定のもの

翌年度に支払や返済をするもの



財務諸表　連結会計決算

貸借対照表
平成３０年３月３１日現在 （単位：万円）

資産の部 負債の部
固定資産 固定負債

学校や道路の建設、土地購入などに使
われたお金の総額から減価償却分を差
し引いた額

13,045,992 4,925,532

（うち投資など） 1,598,445

流動負債
508,851

負債合計 5,434,383

純資産の部
流動資産 固定資産等形成分 13,539,250

現金や貯金、必要なときに現金化する
ことができる積立金、市税などの未収金

1,433,726 余剰分（不足分） △ 4,495,846

（うち現金預金） 704,913 他団体出資等分 1,971

繰延資産 40 純資産合計 9,045,375

資産合計 14,479,758 負債及び純資産合計 14,479,758

行政コスト計算書 純資産変動計算書
自　平成２９年 ４月１日 自　平成２９年 ４月１日

至　平成３０年３月３１日 （単位：万円） 至　平成３０年３月３１日 （単位：万円）

経常行政コスト 前年度末純資産残高 8,562,844

人にかかるコスト 純行政コスト △ 3,797,332

人件費、賞与引当金繰入額など 612,844 税収等 3,064,632

物にかかるコスト 補助金 927,877

電気料、修理など維持補修費など 1,515,789 寄附等 287,354

移転支出的なコスト 本年度末純資産残高 9,045,375

高齢者や児童などへの手当（扶助費）、
団体への補助金、特別会計への繰出
金など

2,324,247

その他コスト 資金収支計算書
市債の利子、時効により納入されな
かった税金（不納欠損）など

130,839
自　平成２９年 ４月１日
至　平成３０年３月３１日

（単位：万円）

経常費用 4,583,719 前年度末現金預金残高 748,115

使用料・手数料 600,856 資金増減額 △ 40,333

分担金・負担金・寄附金など 153,525 業務活動収支
経常収益 754,381 投資活動収支

臨時行政コスト 財務活動収支
災害復旧費・損失補償引当金繰入額など 45,113 歳計外現金増減額 △ 2,869

臨時損失 45,113 本年度末現金預金残高 704,913

退職手当引当金の減少など 77,119

臨時利益 77,119

（差引）純行政コスト 3,797,332

翌々年度以降に支払や返済が行われ
る予定のもの

翌年度に支払や返済をするもの


