
【様式第1号】

自治体名：北茨城市

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 92,692,945   固定負債 40,463,326

    有形固定資産 85,645,021     地方債 31,695,716

      事業用資産 42,587,214     長期未払金 14,694

        土地 17,185,975     退職手当引当金 4,221,362

        立木竹 -     損失補償等引当金 13,246

        建物 42,968,668     その他 4,518,308

        建物減価償却累計額 -19,274,558   流動負債 3,255,187

        工作物 4,634,211     １年内償還予定地方債 2,418,371

        工作物減価償却累計額 -3,233,440     未払金 210,407

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 200,000

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 310,223

        航空機 -     預り金 66,895

        航空機減価償却累計額 -     その他 49,290

        その他 - 負債合計 43,718,513

        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 94,830,630

      インフラ資産 40,908,237   余剰分（不足分） -40,527,104

        土地 4,570,862

        建物 6,895,642

        建物減価償却累計額 -3,138,640

        工作物 69,799,669

        工作物減価償却累計額 -40,337,693

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 3,118,397

      物品 10,027,558

      物品減価償却累計額 -7,877,988

    無形固定資産 1,523,080

      ソフトウェア 11,430

      その他 1,511,650

    投資その他の資産 5,524,844

      投資及び出資金 1,627,844

        有価証券 -

        出資金 1,623,588

        その他 4,255

      投資損失引当金 -553,472

      長期延滞債権 553,612

      長期貸付金 711,921

      基金 2,950,011

        減債基金 -

        その他 2,950,011

      その他 288,908

      徴収不能引当金 -53,980

  流動資産 5,329,094

    現金預金 2,477,572

    未収金 717,477

    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 10,439

    その他 6,283

    徴収不能引当金 -20,362 純資産合計 54,303,526

資産合計 98,022,039 負債及び純資産合計 98,022,039

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：全体会計 （単位：千円）

    その他 2,582

純行政コスト 25,644,769

    その他 172,464

  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 35,877

    損失補償等引当金繰入額 7,330

純経常行政コスト 25,428,771

  臨時損失 220,767

    災害復旧事業費 1,782

  経常収益 4,483,567

    使用料及び手数料 4,046,847

    その他 436,720

      社会保障給付 3,386,664

      他会計への繰出金 -

      その他 71,570

        その他 755,271

    移転費用 15,107,510

      補助金等 11,649,276

      その他の業務費用 1,090,044

        支払利息 295,526

        徴収不能引当金繰入額 39,247

        維持補修費 867,821

        減価償却費 3,186,135

        その他 -

        その他 968,023

      物件費等 8,705,369

        物件費 4,651,413

        職員給与費 3,725,618

        賞与等引当金繰入額 294,795

        退職手当引当金繰入額 20,980

  経常費用 29,912,338

    業務費用 14,804,828

      人件費 5,009,415

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：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)

前年度末純資産残高 56,771,148 95,696,801 -38,925,652

  純行政コスト（△） -25,644,769 -25,644,769

  財源 22,789,622 22,789,622

    税収等 14,087,542 14,087,542

    国県等補助金 8,702,080 8,702,080

  本年度差額 -2,855,147 -2,855,147

  固定資産等の変動（内部変動） -999,978 999,978

    有形固定資産等の増加 3,998,526 -3,998,526

    有形固定資産等の減少 -3,370,119 3,370,119

    貸付金・基金等の増加 1,281,748 -1,281,748

    貸付金・基金等の減少 -2,910,133 2,910,133

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 387,525 387,525

  その他 0 -253,718 253,718

  本年度純資産変動額 -2,467,622 -866,171 -1,601,451

本年度末純資産残高 54,303,526 94,830,630 -40,527,104

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：全体会計 （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 2,477,572

    その他の収入 -

財務活動収支 810,127

本年度資金収支額 -915,863

前年度末資金残高 3,326,540

本年度末資金残高 2,410,677

  財務活動支出 2,342,912

    地方債償還支出 2,287,584

    その他の支出 55,327

  財務活動収入 3,153,039

    地方債発行収入 3,153,039

    貸付金元金回収収入 12,576

    資産売却収入 3,527

    その他の収入 108,084

投資活動収支 -1,363,085

【財務活動収支】

    貸付金支出 9,880

    その他の支出 -

  投資活動収入 3,321,430

    国県等補助金収入 698,656

    基金取崩収入 2,498,587

【投資活動収支】

  投資活動支出 4,684,515

    公共施設等整備費支出 3,986,653

    基金積立金支出 618,223

    投資及び出資金支出 69,758

  臨時支出 22,728

    災害復旧事業費支出 1,782

    その他の支出 20,946

  臨時収入 -

業務活動収支 -362,905

  業務収入 26,192,074

    税収等収入 13,954,918

    国県等補助金収入 7,813,586

    使用料及び手数料収入 3,990,112

    その他の収入 433,458

    移転費用支出 15,107,510

      補助金等支出 11,649,276

      社会保障給付支出 3,386,664

      他会計への繰出支出 -

      その他の支出 71,570

    業務費用支出 11,424,742

      人件費支出 4,960,684

      物件費等支出 5,447,277

      支払利息支出 295,526

      その他の支出 721,255

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 26,532,252


