
【様式第1号】

自治体名：珠洲市

会計：連結会計 （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 66,987,388,106   固定負債 21,829,940,379

    有形固定資産 62,095,447,886     地方債等 17,231,488,559

      事業用資産 21,919,549,507     長期未払金 -

        土地 4,559,982,367     退職手当引当金 2,254,465,997

        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 2,719,344,771

        建物 36,693,799,143     １年内償還予定地方債等 2,041,961,597

        建物減価償却累計額 -20,980,929,191     未払金 344,466,705

        建物減損損失累計額 -     未払費用 4,245,102

        工作物 4,186,367,823     前受金 814,465

        工作物減価償却累計額 -3,076,908,666     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 222,136,627

        船舶 250,000     預り金 34,669,117

        船舶減価償却累計額 -249,999     その他 71,051,158

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 24,549,285,150

        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 69,703,201,150

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -20,252,622,526

        航空機 -   他団体出資等分 -11,579,080

        航空機減価償却累計額 -

        航空機減損損失累計額 -

        その他 71,172

        その他減価償却累計額 -52,782

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 90,722,290

      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 8,406,712,159

      物品減価償却累計額 -6,379,884,761

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 982,874,834

      ソフトウェア 24,733,034

      その他 958,141,800

    投資その他の資産 3,909,065,386

      投資及び出資金 129,793,370

        有価証券 -

        出資金 129,793,370

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 79,229,446

      長期貸付金 155,000,000

      基金 3,548,386,358

        減債基金 -

        その他 3,548,386,358

      その他 3,115,000

      徴収不能引当金 -6,458,788

  流動資産 6,918,114,169

    現金預金 3,567,268,778

    未収金 609,262,913

    短期貸付金 -

    基金 2,715,813,044

      財政調整基金 2,666,962,390

      減債基金 48,850,654

    棚卸資産 26,230,433

    その他 1,201,845

    徴収不能引当金 -1,662,844

  繰延資産 82,782,419 純資産合計 49,438,999,544

資産合計 73,988,284,694 負債及び純資産合計 73,988,284,694

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：連結会計 （単位：円）

    その他 32,848,296

純行政コスト 19,674,726,236

    その他 3,035,118

  臨時利益 34,333,034

    資産売却益 1,484,738

    資産除売却損 2,702,772,461

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

純経常行政コスト 17,003,251,691

  臨時損失 2,705,807,579

    災害復旧事業費 -

  経常収益 4,421,473,135

    使用料及び手数料 3,720,314,719

    その他 701,158,416

      社会保障給付 717,913,516

      他会計への繰出金 377,641,591

      その他 3,358,999,880

        その他 314,295,436

    移転費用 9,489,386,706

      補助金等 5,034,831,719

      その他の業務費用 543,501,673

        支払利息 221,087,653

        徴収不能引当金繰入額 8,118,584

        維持補修費 453,629,049

        減価償却費 2,736,003,522

        その他 2,834,165

        その他 766,261,478

      物件費等 6,955,424,363

        物件費 3,762,957,627

        職員給与費 3,175,327,812

        賞与等引当金繰入額 281,083,788

        退職手当引当金繰入額 213,739,006

  経常費用 21,424,724,826

    業務費用 11,935,338,120

      人件費 4,436,412,084

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：連結会計 （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 49,643,944,555 69,636,496,078 -19,980,950,261 -11,601,262

  純行政コスト（△） -19,674,726,236 -19,674,726,236 -

  財源 16,155,906,716 16,155,906,716 -

    税収等 10,714,066,511 10,714,066,511 -

    国県等補助金 5,441,840,205 5,441,840,205 -

  本年度差額 -3,518,819,520 -3,518,819,520 -

  固定資産等の変動（内部変動） -3,249,482,359 3,249,482,359

    有形固定資産等の増加 2,511,602,369 -2,511,602,369

    有形固定資産等の減少 -5,649,258,978 5,649,258,978

    貸付金・基金等の増加 267,402,129 -267,402,129

    貸付金・基金等の減少 -379,227,879 379,227,879

  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 -22,182 22,182

  他団体出資等分の減少 - -

  比例連結割合変更に伴う差額 -29,668,278 -26,615,974 -3,052,304 -

  その他 18,793,382 18,054,000 739,382

  本年度純資産変動額 -204,945,011 66,705,072 -271,672,265 22,182

本年度末純資産残高 49,438,999,544 69,703,201,150 -20,252,622,526 -11,579,080

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：連結会計 （単位：円）

本年度末資金残高 3,533,479,827

前年度末歳計外現金残高 32,728,679

本年度歳計外現金増減額 1,060,272

本年度末歳計外現金残高 33,788,951

本年度末現金預金残高 3,567,268,778

    その他の収入 -

財務活動収支 308,166,186

本年度資金収支額 -283,348,720

前年度末資金残高 3,819,680,119

比例連結割合変更に伴う差額 -2,851,572

  財務活動支出 2,005,833,814

    地方債等償還支出 2,005,833,814

    その他の支出 -

  財務活動収入 2,314,000,000

    地方債等発行収入 2,314,000,000

    貸付金元金回収収入 13,000,000

    資産売却収入 1,789,724

    その他の収入 1,080,000

投資活動収支 -1,983,885,860

【財務活動収支】

    貸付金支出 201,800,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 752,617,105

    国県等補助金収入 367,798,653

    基金取崩収入 368,948,728

【投資活動収支】

  投資活動支出 2,736,502,965

    公共施設等整備費支出 2,337,379,777

    基金積立金支出 197,323,188

    投資及び出資金支出 -

  臨時支出 3,781,241

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 3,781,241

  臨時収入 176,194,855

業務活動収支 1,392,370,954

  業務収入 19,956,390,331

    税収等収入 10,488,923,918

    国県等補助金収入 4,986,722,056

    使用料及び手数料収入 3,795,587,038

    その他の収入 685,157,319

    移転費用支出 9,449,611,451

      補助金等支出 5,041,126,501

      社会保障給付支出 717,913,516

      他会計への繰出支出 377,641,591

      その他の支出 3,312,929,843

    業務費用支出 9,286,821,540

      人件費支出 4,319,375,145

      物件費等支出 4,467,645,769

      支払利息支出 221,087,653

      その他の支出 278,712,973

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 18,736,432,991


