
財務諸表　一般会計等決算

貸借対照表
平成３１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

10,923,746 3,221,506

（うち投資など） 2,322,455

流動負債
311,189

負債合計 3,532,695

純資産の部
流動資産 固定資産等形成分 11,417,741

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

668,798 余剰分（不足分） △ 3,357,892

（うち現金預金） 168,150 純資産合計 8,059,849

資産合計 11,592,544 負債及び純資産合計 11,592,544

行政コスト計算書 純資産変動計算書
自　平成３０年 ４月１日 自　平成３０年 ４月１日

至　平成３１年３月３１日 （単位：万円） 至　平成３１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 8,092,815

人にかかるコスト 純行政コスト △ 2,224,897

人件費、賞与引当金繰入額など 436,412 税収等 1,838,326

物にかかるコスト 補助金 421,038

電気料、修理など維持補修費など 899,434 寄附等 △ 67,433

移転支出的なコスト 本年度末純資産残高 8,059,849

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

849,155

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

34,796
自　平成３０年 ４月１日
至　平成３１年３月３１日

（単位：万円）

経常費用 2,219,797 前年度末現金預金残高 146,651

使用料・手数料 36,592 資金増減額 19,235

分担金・負担金・寄附金など 89,076 業務活動収支 371,616

経常収益 125,668 投資活動収支 △ 286,192

臨時行政コスト 財務活動収支 △ 66,189

災害復旧費・損失補償引当金繰入額など 130,768 歳計外現金増減額 2,264

臨時損失 130,768 本年度末現金預金残高 168,150

（差引）純行政コスト 2,224,897

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３１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

12,838,721 4,842,898

（うち投資など） 1,653,417

流動負債
442,272

負債合計 5,285,170

純資産の部
流動資産 固定資産等形成分 13,332,717

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

1,321,423 余剰分（不足分） △ 4,457,743

（うち現金預金） 722,143

繰延資産 0 純資産合計 8,874,974

資産合計 14,160,144 負債及び純資産合計 14,160,144

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 8,958,289

人にかかるコスト 純行政コスト △ 3,329,761

人件費、賞与引当金繰入額など 556,884 税収等 2,326,829

物にかかるコスト 補助金 977,803

電気料、修理など維持補修費など 1,196,889 寄附等 △ 58,186

移転支出的なコスト 本年度末純資産残高 8,874,974

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

1,728,983

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

111,906
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 3,594,662 前年度末現金預金残高 631,086

使用料・手数料 261,294 資金増減額 88,792

分担金・負担金・寄附金など 131,882 業務活動収支 592,924

経常収益 393,176 投資活動収支 △ 327,482

臨時行政コスト 財務活動収支 △ 169,939

災害復旧費・損失補償引当金繰入額など 128,275 歳計外現金増減額 2,265

臨時損失 128,275 本年度末現金預金残高 722,143

（差引）純行政コスト 3,329,761

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３１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

12,865,589 4,865,569

（うち投資など） 166,405

流動負債
449,298

負債合計 5,314,867

純資産の部
流動資産 固定資産等形成分 13,359,762

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

1,412,664 余剰分（不足分） △ 4,398,363

（うち現金預金） 789,303 他団体出資等分 1,987

繰延資産 0 純資産合計 8,963,386

資産合計 14,278,253 負債及び純資産合計 14,278,253

行政コスト計算書 純資産変動計算書
自　平成３０年 ４月１日 自　平成３０年 ４月１日

至　平成３１年３月３１日 （単位：万円） 至　平成３１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 9,045,376

人にかかるコスト 純行政コスト △ 3,876,351

人件費、賞与引当金繰入額など 589,859 税収等 2,718,388

物にかかるコスト 補助金 1,134,320

電気料、修理など維持補修費など 1,199,336 寄附等 △ 58,347

移転支出的なコスト 本年度末純資産残高 8,963,386

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

2,256,078

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

125,897
自　平成３０年 ４月１日
至　平成３１年３月３１日

（単位：万円）

経常費用 4,171,170 前年度末現金預金残高 704,913

使用料・手数料 261,337 資金増減額 82,150

分担金・負担金・寄附金など 155,245 業務活動収支
経常収益 416,582 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 121,763 歳計外現金増減額 2,240

臨時損失 121,763 本年度末現金預金残高 789,303

（差引）純行政コスト 3,876,351

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


