
【様式第1号】

自治体名：北茨城市

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 70,313,697   固定負債 24,690,295

    有形固定資産 64,736,983     地方債 19,786,986

      事業用資産 37,111,456     長期未払金 14,694

        土地 17,096,825     退職手当引当金 4,057,570

        立木竹 -     損失補償等引当金 13,246

        建物 37,105,794     その他 817,800

        建物減価償却累計額 -18,651,625   流動負債 2,018,313

        工作物 4,408,221     １年内償還予定地方債 1,731,420

        工作物減価償却累計額 -3,154,117     未払金 27,294

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     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 192,704

        航空機 -     預り金 66,895

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 26,708,609

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 306,358   固定資産等形成分 72,451,382

      インフラ資産 27,192,737   余剰分（不足分） -25,740,648

        土地 4,157,124

        建物 2,401,612

        建物減価償却累計額 -1,546,088

        工作物 52,247,299

        工作物減価償却累計額 -31,885,440

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 1,818,230

      物品 2,997,187

      物品減価償却累計額 -2,564,396

    無形固定資産 -

      ソフトウェア -

      その他 -

    投資その他の資産 5,576,714

      投資及び出資金 5,338,260

        有価証券 -

        出資金 5,334,005

        その他 4,255

      投資損失引当金 -3,138,373

      長期延滞債権 299,493

      長期貸付金 651,641

      基金 2,448,273

        減債基金 -

        その他 2,448,273

      その他 -

      徴収不能引当金 -22,580

  流動資産 3,105,645

    現金預金 904,057

    未収金 73,047

    短期貸付金 4,807

    基金 2,132,878

      財政調整基金 1,965,045

      減債基金 167,833

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -9,144 純資産合計 46,710,734

資産合計 73,419,342 負債及び純資産合計 73,419,342

貸借対照表
（平成31年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：北茨城市

会計：一般会計等 （単位：千円）

    その他 2,582

純行政コスト 17,478,607

    その他 151,518

  臨時利益 4,769

    資産売却益 2,186

    資産除売却損 3,314

    投資損失引当金繰入額 156,375

    損失補償等引当金繰入額 7,330

純経常行政コスト 17,163,057

  臨時損失 320,319

    災害復旧事業費 1,782

  経常収益 704,290

    使用料及び手数料 426,494

    その他 277,796

      社会保障給付 3,381,101

      他会計への繰出金 1,557,463

      その他 12,216

        その他 534,105

    移転費用 8,161,760

      補助金等 3,210,980

      その他の業務費用 672,205

        支払利息 123,210

        徴収不能引当金繰入額 14,890

        維持補修費 729,188

        減価償却費 2,186,746

        その他 -

        その他 203,430

      物件費等 6,131,717

        物件費 3,215,783

        職員給与費 2,504,017

        賞与等引当金繰入額 192,704

        退職手当引当金繰入額 1,514

  経常費用 17,867,347

    業務費用 9,705,587

      人件費 2,901,665

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：北茨城市

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 49,308,405 74,266,709 -24,958,304

  純行政コスト（△） -17,478,607 -17,478,607

  財源 14,632,406 14,632,406

    税収等 10,994,603 10,994,603

    国県等補助金 3,637,803 3,637,803

  本年度差額 -2,846,200 -2,846,200

  固定資産等の変動（内部変動） -2,036,111 2,036,111

    有形固定資産等の増加 2,330,598 -2,330,598

    有形固定資産等の減少 -2,342,661 2,342,661

    貸付金・基金等の増加 1,017,445 -1,017,445

    貸付金・基金等の減少 -3,041,493 3,041,493

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 220,784 220,784

  その他 27,745 - 27,745

  本年度純資産変動額 -2,597,672 -1,815,327 -782,345

本年度末純資産残高 46,710,734 72,451,382 -25,740,648

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：北茨城市

会計：一般会計等 （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 73,759

本年度歳計外現金増減額 -6,864

本年度末歳計外現金残高 66,895

本年度末現金預金残高 904,057

    その他の収入 -

財務活動収支 272,543

本年度資金収支額 -483,920

前年度末資金残高 1,321,082

本年度末資金残高 837,162

  財務活動支出 1,683,596

    地方債償還支出 1,628,638

    その他の支出 54,958

  財務活動収入 1,956,139

    地方債発行収入 1,956,139

    貸付金元金回収収入 312,576

    資産売却収入 3,527

    その他の収入 -

投資活動収支 193,558

【財務活動収支】

    貸付金支出 308,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 3,296,568

    国県等補助金収入 625,373

    基金取崩収入 2,355,092

【投資活動収支】

  投資活動支出 3,103,010

    公共施設等整備費支出 2,330,598

    基金積立金支出 384,222

    投資及び出資金支出 80,190

  臨時支出 1,782

    災害復旧事業費支出 1,782

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 -950,021

  業務収入 14,704,779

    税収等収入 10,988,031

    国県等補助金収入 3,012,430

    使用料及び手数料収入 426,691

    その他の収入 277,627

    移転費用支出 8,161,760

      補助金等支出 3,210,980

      社会保障給付支出 3,381,101

      他会計への繰出支出 1,557,463

      その他の支出 12,216

    業務費用支出 7,491,258

      人件費支出 2,888,972

      物件費等支出 3,944,971

      支払利息支出 123,210

      その他の支出 534,105

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 15,653,018


