
【様式第1号】

自治体名：珠洲市

会計：一般会計等 （単位：円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 56,324,010,908   固定負債 13,301,460,435

    有形固定資産 49,874,533,709     地方債 11,854,962,393

      事業用資産 17,399,191,135     長期未払金 -

        土地 3,792,462,187     退職手当引当金 1,446,498,042

        立木竹 446,497,350     損失補償等引当金 -

        建物 28,666,735,853     その他 -

        建物減価償却累計額 -16,419,637,050   流動負債 1,470,899,917

        工作物 3,052,889,239     １年内償還予定地方債 1,316,837,763

        工作物減価償却累計額 -2,217,756,357     未払金 -

        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 122,483,541

        航空機 -     預り金 31,578,613

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 14,772,360,352

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 77,999,913   固定資産等形成分 59,006,142,786

      インフラ資産 32,050,576,157   余剰分（不足分） -14,529,980,221

        土地 161,481,816

        建物 139,290,481

        建物減価償却累計額 -92,428,292

        工作物 68,793,515,696

        工作物減価償却累計額 -37,181,788,801

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 230,505,257

      物品 1,084,898,509

      物品減価償却累計額 -660,132,092

    無形固定資産 23,992,200

      ソフトウェア 23,992,200

      その他 -

    投資その他の資産 6,425,484,999

      投資及び出資金 3,421,691,000

        有価証券 -

        出資金 138,057,000

        その他 3,283,634,000

      投資損失引当金 -41,374,493

      長期延滞債権 55,927,979

      長期貸付金 250,000,000

      基金 2,745,294,163

        減債基金 -

        その他 2,745,294,163

      その他 -

      徴収不能引当金 -6,053,650

  流動資産 2,924,512,009

    現金預金 228,642,938

    未収金 15,265,952

    短期貸付金 5,000,000

    基金 2,677,131,878

      財政調整基金 2,628,281,224

      減債基金 48,850,654

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -1,528,759 純資産合計 44,476,162,565

資産合計 59,248,522,917 負債及び純資産合計 59,248,522,917

貸借対照表
（平成31年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：珠洲市

会計：一般会計等 （単位：円）

    その他 -

純行政コスト 12,374,510,761

    その他 -

  臨時利益 1,484,738

    資産売却益 1,484,738

    資産除売却損 2,702,772,457

    投資損失引当金繰入額 1,874,493

    損失補償等引当金繰入額 -

純経常行政コスト 9,671,348,549

  臨時損失 2,704,646,950

    災害復旧事業費 -

  経常収益 303,544,456

    使用料及び手数料 145,519,098

    その他 158,025,358

      社会保障給付 710,594,803

      他会計への繰出金 1,062,123,911

      その他 772,050

        その他 17,623,280

    移転費用 3,839,948,698

      補助金等 2,066,457,934

      その他の業務費用 100,097,818

        支払利息 74,892,129

        徴収不能引当金繰入額 7,582,409

        維持補修費 371,494,248

        減価償却費 2,015,514,508

        その他 -

        その他 101,339,958

      物件費等 3,962,188,311

        物件費 1,575,179,555

        職員給与費 1,705,232,704

        賞与等引当金繰入額 122,483,541

        退職手当引当金繰入額 143,601,975

  経常費用 9,974,893,005

    業務費用 6,134,944,307

      人件費 2,072,658,178

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：珠洲市

会計：一般会計等 （単位：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 44,767,907,840 58,560,287,191 -13,792,379,351

  純行政コスト（△） -12,374,510,761 -12,374,510,761

  財源 8,758,016,081 8,758,016,081

    税収等 7,479,676,716 7,479,676,716

    国県等補助金 1,278,339,365 1,278,339,365

  本年度差額 -3,616,494,680 -3,616,494,680

  固定資産等の変動（内部変動） -2,878,893,810 2,878,893,810

    有形固定資産等の増加 2,110,857,236 -2,110,857,236

    有形固定資産等の減少 -4,957,029,471 4,957,029,471

    貸付金・基金等の増加 341,032,490 -341,032,490

    貸付金・基金等の減少 -373,754,065 373,754,065

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 3,324,749,405 3,324,749,405

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -291,745,275 445,855,595 -737,600,870

本年度末純資産残高 44,476,162,565 59,006,142,786 -14,529,980,221

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：珠洲市

会計：一般会計等 （単位：円）

前年度末歳計外現金残高 30,852,617

本年度歳計外現金増減額 725,996

本年度末歳計外現金残高 31,578,613

本年度末現金預金残高 228,642,938

    その他の収入 -

財務活動収支 688,614,935

本年度資金収支額 -2,652,817

前年度末資金残高 199,717,142

本年度末資金残高 197,064,325

  財務活動支出 1,302,685,065

    地方債償還支出 1,302,685,065

    その他の支出 -

  財務活動収入 1,991,300,000

    地方債発行収入 1,991,300,000

    貸付金元金回収収入 73,000,000

    資産売却収入 1,789,724

    その他の収入 -

投資活動収支 -1,524,026,152

【財務活動収支】

    貸付金支出 100,000,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 688,502,663

    国県等補助金収入 312,958,874

    基金取崩収入 300,754,065

【投資活動収支】

  投資活動支出 2,212,528,815

    公共施設等整備費支出 1,872,419,716

    基金積立金支出 170,845,099

    投資及び出資金支出 69,264,000

  臨時支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 144,201,800

業務活動収支 832,758,400

  業務収入 8,594,216,298

    税収等収入 7,474,793,334

    国県等補助金収入 821,178,691

    使用料及び手数料収入 145,495,298

    その他の収入 152,748,975

    移転費用支出 3,839,948,698

      補助金等支出 2,066,457,934

      社会保障給付支出 710,594,803

      他会計への繰出支出 1,062,123,911

      その他の支出 772,050

    業務費用支出 4,065,711,000

      人件費支出 2,026,521,788

      物件費等支出 1,955,176,358

      支払利息支出 74,892,129

      その他の支出 9,120,725

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 7,905,659,698


