
【様式第1号】

自治体名：珠洲市

会計：全体会計 （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 65,600,848,488   固定負債 21,813,057,468

    有形固定資産 60,758,301,878     地方債等 17,227,946,159

      事業用資産 20,946,344,839     長期未払金 -

        土地 4,520,392,137     退職手当引当金 2,241,125,486

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 446,497,350     その他 2,343,985,823

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 2,642,732,277

        建物 35,132,779,102     １年内償還予定地方債等 1,985,984,836

        建物減価償却累計額 -20,265,224,892     未払金 334,075,528

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 3,733,541,234     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -2,701,940,005     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 220,042,142

        船舶 -     預り金 31,578,613

        船舶減価償却累計額 -     その他 71,051,158

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 24,455,789,745

        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 68,282,980,366

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -20,352,099,249

        航空機 -   他団体出資等分 -

        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 80,299,913

      インフラ資産 38,149,070,981

        土地 213,369,891

        土地減損損失累計額 -

        建物 539,457,798

        建物減価償却累計額 -315,196,412

        建物減損損失累計額 -

        工作物 80,798,712,070

        工作物減価償却累計額 -43,370,721,576

        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 283,449,210

      物品 6,334,655,588

      物品減価償却累計額 -4,671,769,530

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 980,332,200

      ソフトウェア 23,992,200

      その他 956,340,000

    投資その他の資産 3,862,214,410

      投資及び出資金 138,057,000

        有価証券 -

        出資金 138,057,000

        その他 -

      投資損失引当金 -41,374,493

      長期延滞債権 79,191,388

      長期貸付金 250,000,000

      基金 3,440,394,393

        減債基金 -

        その他 3,440,394,393

      その他 2,400,000

      徴収不能引当金 -6,453,878

  流動資産 6,703,039,955

    現金預金 3,402,415,465

    未収金 600,729,237

    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 19,225,059

    その他 200,000

    徴収不能引当金 -1,661,684

  繰延資産 82,782,419 純資産合計 47,930,881,117

資産合計 72,386,670,862 負債及び純資産合計 72,386,670,862

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：全体会計 （単位：円）

    その他 448,472

純行政コスト 16,403,316,037

    その他 2,351,818

  臨時利益 1,933,210

    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 13,698,250,479

  臨時損失 2,706,998,768

    災害復旧事業費 -

  経常収益 4,102,065,802

    使用料及び手数料 3,717,110,552

    その他 384,955,250

      社会保障給付 711,929,803

      他会計への繰出金 377,641,591

      その他 904,450

        その他 259,335,582

    移転費用 7,040,631,509

      補助金等 5,950,155,665

      その他の業務費用 486,954,367

        支払利息 219,503,223

        徴収不能引当金繰入額 8,115,562

        維持補修費 445,297,247

        減価償却費 2,548,271,188

        その他 2,833,275

        その他 708,699,605

      物件費等 6,255,641,537

        物件費 3,259,239,827

        職員給与費 2,874,068,109

        賞与等引当金繰入額 220,916,741

        退職手当引当金繰入額 213,404,413

  経常費用 17,800,316,281

    業務費用 10,759,684,772

      人件費 4,017,088,868

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：全体会計 （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 47,991,303,059 68,067,248,084 -20,075,945,025 -

  純行政コスト（△） -16,403,316,037 -16,403,316,037 -

  財源 13,018,144,690 13,018,144,690 -

    税収等 9,315,034,085 9,315,034,085 -

    国県等補助金 3,703,110,605 3,703,110,605 -

  本年度差額 -3,385,171,347 -3,385,171,347 -

  固定資産等の変動（内部変動） -3,109,017,123 3,109,017,123

    有形固定資産等の増加 2,479,475,304 -2,479,475,304

    有形固定資産等の減少 -5,516,398,242 5,516,398,242

    貸付金・基金等の増加 363,315,002 -363,315,002

    貸付金・基金等の減少 -435,409,187 435,409,187

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 3,324,749,405 3,324,749,405

  他団体出資等分の増加 - -

  他団体出資等分の減少 - -

  比例連結割合変更に伴う差額 - - - -

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -60,421,942 215,732,282 -276,154,224 -

本年度末純資産残高 47,930,881,117 68,282,980,366 -20,352,099,249 -

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：全体会計 （単位：円）

本年度末資金残高 3,370,836,852

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 3,402,415,465

    その他の収入 -

財務活動収支 156,659,952

本年度資金収支額 -301,809,293

前年度末資金残高 3,672,646,145

比例連結割合変更に伴う差額 -

  財務活動支出 1,957,340,048

    地方債等償還支出 1,957,340,048

    その他の支出 -

  財務活動収入 2,114,000,000

    地方債等発行収入 2,114,000,000

    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 1,080,000

投資活動収支 -1,800,221,081

【財務活動収支】

    貸付金支出 101,800,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 800,332,251

    国県等補助金収入 364,590,578

    基金取崩収入 359,871,949

【投資活動収支】

  投資活動支出 2,600,553,332

    公共施設等整備費支出 2,308,731,784

    基金積立金支出 190,021,548

    投資及び出資金支出 -

  臨時支出 2,351,818

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 2,351,818

  臨時収入 144,650,272

業務活動収支 1,341,751,836

  業務収入 16,507,208,182

    税収等収入 9,089,891,299

    国県等補助金収入 3,245,949,931

    使用料及び手数料収入 3,792,382,871

    その他の収入 378,984,081

    移転費用支出 7,046,926,250

      補助金等支出 5,956,450,406

      社会保障給付支出 711,929,803

      他会計への繰出支出 377,641,591

      その他の支出 904,450

    業務費用支出 8,260,828,550

      人件費支出 3,881,611,538

      物件費等支出 3,936,125,642

      支払利息支出 219,503,223

      その他の支出 223,588,147

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 15,307,754,800


