
【様式第1号】

自治体名：北茨城市

会計：連結会計 （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 94,048,836   固定負債 41,918,285

    有形固定資産 86,473,629     地方債等 32,145,279

      事業用資産 42,702,992     長期未払金 -

        土地 17,228,396     退職手当引当金 4,483,580

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 -     その他 5,289,426

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 3,367,719

        建物 43,137,696     １年内償還予定地方債等 2,488,398

        建物減価償却累計額 -19,370,229     未払金 216,623

        建物減損損失累計額 -     未払費用 1,890

        工作物 4,634,211     前受金 209,079

        工作物減価償却累計額 -3,233,440     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 321,818

        船舶 -     預り金 68,680

        船舶減価償却累計額 -     その他 61,231

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 45,286,004

        浮標等 - 【純資産の部】

        浮標等減価償却累計額 -   固定資産等形成分 96,273,328

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -41,366,298

        航空機 -   他団体出資等分 161,964

        航空機減価償却累計額 -

        航空機減損損失累計額 -

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 306,358

      インフラ資産 41,571,823

        土地 4,744,690

        土地減損損失累計額 -

        建物 7,056,192

        建物減価償却累計額 -3,224,929

        建物減損損失累計額 -

        工作物 70,766,997

        工作物減価償却累計額 -40,889,524

        工作物減損損失累計額 -

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 3,118,397

      物品 10,748,370

      物品減価償却累計額 -8,549,555

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 3,386,459

      ソフトウェア 11,430

      その他 3,375,029

    投資その他の資産 4,188,748

      投資及び出資金 65,584

        有価証券 -

        出資金 61,320

        その他 4,264

      長期延滞債権 555,278

      長期貸付金 95,040

      基金 3,236,890

        減債基金 -

        その他 3,236,890

      その他 290,131

      徴収不能引当金 -54,175

  流動資産 6,306,162

    現金預金 3,336,713

    未収金 728,011

    短期貸付金 4,807

    基金 2,219,685

      財政調整基金 2,051,852

      減債基金 167,833

    棚卸資産 17,806

    その他 19,540

    徴収不能引当金 -20,401

  繰延資産 - 純資産合計 55,068,994

資産合計 100,354,997 負債及び純資産合計 100,354,997

連結貸借対照表
（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：連結会計 （単位：千円）

    資産売却益 2,186

    その他 -

純行政コスト 30,444,983

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 172,464

  臨時利益 2,186

  臨時損失 177,560

    災害復旧事業費 1,782

    資産除売却損 3,314

    使用料及び手数料 4,117,416

    その他 768,656

純経常行政コスト 30,269,610

      社会保障給付 3,381,713

      その他 129,265

  経常収益 4,886,072

        その他 865,339

    移転費用 19,739,201

      補助金等 16,228,223

      その他の業務費用 1,212,094

        支払利息 307,344

        徴収不能引当金繰入額 39,411

        維持補修費 871,719

        減価償却費 3,259,203

        その他 14,315

        その他 982,353

      物件費等 8,840,127

        物件費 4,694,890

        職員給与費 4,057,962

        賞与等引当金繰入額 296,937

        退職手当引当金繰入額 27,008

  経常費用 35,155,682

    業務費用 15,416,482

      人件費 5,364,260

連結行政コスト計算書
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：連結会計 （単位：千円）

科目名 合計 固定資産等形成分 余剰分(不足分) 他団体出資等分

前年度末純資産残高 57,522,012 97,299,944 -39,941,248 163,316

  純行政コスト（△） -30,444,983 -30,430,959 -14,024

  財源 27,633,940 27,631,235 2,705

    税収等 16,440,332 16,440,241 91

    国県等補助金 11,193,608 11,190,994 2,614

  本年度差額 -2,811,043 -2,799,724 -11,320

  固定資産等の変動（内部変動） -1,052,894 1,052,894

    有形固定資産等の増加 4,003,621 -4,003,621

    有形固定資産等の減少 -3,443,189 3,443,189

    貸付金・基金等の増加 1,289,557 -1,289,557

    貸付金・基金等の減少 -2,902,884 2,902,884

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 387,525 387,525

  他団体出資等分の増加 -9,968 9,968

  他団体出資等分の減少 - -

  比例連結割合変更に伴う差額 -20,395 -37,772 17,377 -

  その他 -9,105 -323,476 314,371

  本年度純資産変動額 -2,453,018 -1,026,616 -1,425,050 -1,352

本年度末純資産残高 55,068,994 96,273,328 -41,366,298 161,964

連結純資産変動計算書
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：連結会計 （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 73,767

本年度歳計外現金増減額 -6,871

本年度末歳計外現金残高 66,896

本年度末現金預金残高 3,336,713

財務活動収支 750,254

本年度資金収支額 -876,872

前年度末資金残高 4,152,528

比例連結割合変更に伴う差額 -5,838

本年度末資金残高 3,269,817

    地方債等償還支出 2,369,961

    その他の支出 28,845

  財務活動収入 3,149,060

    地方債等発行収入 3,153,039

    その他の収入 -3,979

    資産売却収入 3,529

    その他の収入 108,217

投資活動収支 -1,274,598

【財務活動収支】

  財務活動支出 2,398,806

    その他の支出 -

  投資活動収入 3,350,023

    国県等補助金収入 698,656

    基金取崩収入 2,527,046

    貸付金元金回収収入 12,576

  投資活動支出 4,624,621

    公共施設等整備費支出 3,987,423

    基金積立金支出 627,315

    投資及び出資金支出 3

    貸付金支出 9,880

    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 -352,529

【投資活動収支】

    税収等収入 16,295,871

    国県等補助金収入 10,291,676

    使用料及び手数料収入 4,060,332

    その他の収入 773,697

  臨時支出 22,728

    移転費用支出 19,752,934

      補助金等支出 16,228,404

      社会保障給付支出 3,381,713

      その他の支出 142,817

  業務収入 31,421,577

    業務費用支出 11,998,443

      人件費支出 5,345,779

      物件費等支出 5,525,235

      支払利息支出 307,344

      その他の支出 820,085

連結資金収支計算書
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 31,751,378


