
【様式第１号】

貸借対照表
（平成31年 3月31日現在）

（単位：千円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 65,010,761 固定負債 18,264,602 

有形固定資産 60,480,671 地方債 15,097,057 
事業用資産 40,569,916 長期未払金 1,502 

土地 19,847,326 退職手当引当金 3,004,464 
立木竹 1,019,782 損失補償等引当金 - 
建物 41,412,276 その他 161,578 
建物減価償却累計額 △ 27,055,003 流動負債 2,104,688 
工作物 10,281,926 １年内償還予定地方債 1,426,654 
工作物減価償却累計額 △ 5,481,938 未払金 2,362 
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 258,498 
航空機 - 預り金 330,558 
航空機減価償却累計額 - その他 86,617 
その他 - 20,369,290 
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 545,547 固定資産等形成分 68,620,487 

インフラ資産 18,577,992 余剰分（不足分） △ 18,606,678 
土地 6,338,981 
建物 587,917 
建物減価償却累計額 △ 415,837 
工作物 81,599,940 
工作物減価償却累計額 △ 69,566,867 
その他 - 
その他減価償却累計額 - 
建設仮勘定 33,858 

物品 2,973,323 
物品減価償却累計額 △ 1,640,561 

無形固定資産 14,097 
ソフトウェア 11,548 
その他 2,549 

投資その他の資産 4,515,993 
投資及び出資金 864,509 

有価証券 23,910 
出資金 840,599 
その他 - 

投資損失引当金 - 
長期延滞債権 519,522 
長期貸付金 1,100,000 
基金 2,107,702 

減債基金 - 
その他 2,107,702 

その他 - 
徴収不能引当金 △ 75,740 

流動資産 5,372,339 
現金預金 1,507,386 
未収金 263,876 
短期貸付金 300,000 
基金 3,309,727 

財政調整基金 3,107,896 
減債基金 201,831 

棚卸資産 - 
その他 - 
徴収不能引当金 △ 8,651 50,013,810 

70,383,099 70,383,099 資産合計

負債合計

純資産合計
負債及び純資産合計

静岡県熱海市



【様式第２号】

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

（単位：千円）

金額

経常費用 16,706,702 

業務費用 10,985,680 

人件費 3,706,030 

職員給与費 2,972,376 

賞与等引当金繰入額 258,498 

退職手当引当金繰入額 258,253 

その他 216,903 

物件費等 6,839,379 

物件費 3,666,126 

維持補修費 879,272 

減価償却費 2,291,743 

その他 2,238 

その他の業務費用 440,272 

支払利息 114,629 

徴収不能引当金繰入額 84,391 

その他 241,253 

移転費用 5,721,022 

補助金等 1,832,813 

社会保障給付 2,536,318 

他会計への繰出金 1,347,129 

その他 4,762 

経常収益 1,214,666 

使用料及び手数料 626,466 

その他 588,200 

純経常行政コスト 15,492,036 

臨時損失 290,273 

災害復旧事業費 12,114 

資産除売却損 274,478 

投資損失引当金繰入額 - 

損失補償等引当金繰入額 - 

その他 3,682 

臨時利益 25,334 

資産売却益 25,334 

その他 - 

純行政コスト 15,756,975 

科目

静岡県熱海市



【様式第３号】

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

（単位：千円）

固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）

前年度末純資産残高 49,919,614 68,315,917 △ 18,396,303 

純行政コスト（△） △ 15,756,975 △ 15,756,975 

財源 15,611,440 15,611,440 

税収等 12,433,367 12,433,367 

国県等補助金 3,178,073 3,178,073 

本年度差額 △ 145,536 △ 145,536 

固定資産等の変動（内部変動） 64,840 △ 64,840 

有形固定資産等の増加 1,946,143 △ 1,946,143 

有形固定資産等の減少 △ 2,391,425 2,391,425 

貸付金・基金等の増加 1,988,202 △ 1,988,202 

貸付金・基金等の減少 △ 1,478,080 1,478,080 

資産評価差額 716 716 

無償所管換等 239,015 239,015 

その他 - - - 

本年度純資産変動額 94,195 304,571 △ 210,375 

本年度末純資産残高 50,013,810 68,620,487 △ 18,606,678 

科目 合計

静岡県熱海市



【様式第４号】

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

（単位：千円）

金額

【業務活動収支】
業務支出 14,286,096 

業務費用支出 8,565,074 
人件費支出 3,551,807 
物件費等支出 4,737,726 
支払利息支出 114,629 
その他の支出 160,913 

移転費用支出 5,721,022 
補助金等支出 1,832,813 
社会保障給付支出 2,536,318 
他会計への繰出支出 1,347,129 
その他の支出 4,762 

業務収入 16,258,545 
税収等収入 12,364,116 
国県等補助金収入 2,935,679 
使用料及び手数料収入 571,088 
その他の収入 387,662 

臨時支出 12,114 
災害復旧事業費支出 12,114 
その他の支出 - 

臨時収入 89,952 
業務活動収支 2,050,288 
【投資活動収支】

投資活動支出 3,395,274 
公共施設等整備費支出 1,850,855 
基金積立金支出 1,185,420 
投資及び出資金支出 359,000 
貸付金支出 - 
その他の支出 - 

投資活動収入 1,258,763 
国県等補助金収入 152,442 
基金取崩収入 775,293 
貸付金元金回収収入 300,000 
資産売却収入 31,028 
その他の収入 - 

投資活動収支 △ 2,136,511 
【財務活動収支】

財務活動支出 1,576,075 
地方債償還支出 1,478,658 
その他の支出 97,417 

財務活動収入 1,832,515 
地方債発行収入 1,832,515 
その他の収入 - 

財務活動収支 256,440 
本年度資金収支額 170,216 
前年度末資金残高 1,006,612 
本年度末資金残高 1,176,828 

前年度末歳計外現金残高 302,484 
本年度歳計外現金増減額 28,074 
本年度末歳計外現金残高 330,558 
本年度末現金預金残高 1,507,386 

科目

静岡県熱海市



【様式第１号】

全体貸借対照表
（平成31年 3月31日現在）

（単位：千円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 111,634,469 固定負債 42,638,413 

有形固定資産 106,839,964 地方債等 26,793,119 
事業用資産 42,090,232 長期未払金 1,837 

土地 20,081,122 退職手当引当金 3,258,082 
立木竹 1,019,782 損失補償等引当金 - 
建物 42,026,544 その他 12,585,374 
建物減価償却累計額 △ 27,319,916 流動負債 3,653,263 
工作物 13,991,914 １年内償還予定地方債等 2,285,019 
工作物減価償却累計額 △ 8,287,592 未払金 605,412 
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 290,553 
航空機 - 預り金 330,558 
航空機減価償却累計額 - その他 141,722 
その他 - 46,291,677 
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 578,377 固定資産等形成分 114,944,196 

インフラ資産 61,561,953 余剰分（不足分） △ 40,995,821 
土地 17,092,408 
建物 8,892,675 
建物減価償却累計額 △ 4,314,881 
工作物 128,955,041 
工作物減価償却累計額 △ 89,583,366 
その他 - 
その他減価償却累計額 - 
建設仮勘定 520,076 

物品 11,928,672 
物品減価償却累計額 △ 8,740,893 

無形固定資産 341,330 
ソフトウェア 11,548 
その他 329,782 

投資その他の資産 4,453,176 
投資及び出資金 86,009 

有価証券 23,910 
出資金 62,099 
その他 - 

投資損失引当金 - 
長期延滞債権 932,396 
長期貸付金 - 
基金 3,565,152 

減債基金 - 
その他 3,565,152 

その他 - 
徴収不能引当金 △ 130,381 

流動資産 8,605,582 
現金預金 4,535,249 
未収金 750,210 
短期貸付金 - 
基金 3,309,727 

財政調整基金 3,107,896 
減債基金 201,831 

棚卸資産 22,241 
その他 - 
徴収不能引当金 △ 11,845 

繰延資産 - 73,948,374 
120,240,051 120,240,051 資産合計

負債合計

純資産合計
負債及び純資産合計

静岡県熱海市



【様式第２号】

全体行政コスト計算書
自　平成30年 4月 1日
至　平成31年 3月31日

（単位：千円）

金額

経常費用 29,948,554 

業務費用 15,545,261 

人件費 4,034,849 

職員給与費 3,241,238 

賞与等引当金繰入額 283,766 

退職手当引当金繰入額 274,861 

その他 234,983 

物件費等 10,516,443 

物件費 5,595,504 

維持補修費 1,079,432 

減価償却費 3,839,217 

その他 2,291 

その他の業務費用 993,970 

支払利息 358,850 

徴収不能引当金繰入額 146,983 

その他 488,137 

移転費用 14,403,293 

補助金等 11,851,275 

社会保障給付 2,547,223 

他会計への繰出金 - 

その他 4,795 

経常収益 4,971,317 

使用料及び手数料 4,174,544 

その他 796,773 

純経常行政コスト 24,977,238 

臨時損失 550,186 

災害復旧事業費 12,114 

資産除売却損 274,573 

投資損失引当金繰入額 - 

損失補償等引当金繰入額 - 

その他 263,500 

臨時利益 345,734 

資産売却益 345,694 

その他 41 

純行政コスト 25,181,689 

科目

静岡県熱海市



【様式第３号】

全体純資産変動計算書
自　平成30年 4月 1日
至　平成31年 3月31日

（単位：千円）

固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）

前年度末純資産残高 73,011,584 114,573,102 △ 41,561,518 

純行政コスト（△） △ 25,181,689 △ 25,181,689 

財源 25,854,032 25,854,032 

税収等 17,009,746 17,009,746 

国県等補助金 8,844,285 8,844,285 

本年度差額 672,342 672,342 

固定資産等の変動（内部変動） 106,645 △ 106,645 

有形固定資産等の増加 3,115,095 △ 3,115,095 

有形固定資産等の減少 △ 4,020,242 4,020,242 

貸付金・基金等の増加 2,534,476 △ 2,534,476 

貸付金・基金等の減少 △ 1,522,684 1,522,684 

資産評価差額 5,273 5,273 

無償所管換等 259,175 259,175 

その他 - - - 

本年度純資産変動額 936,791 371,094 565,697 

本年度末純資産残高 73,948,374 114,944,196 △ 40,995,821 

科目 合計

静岡県熱海市



【様式第４号】

全体資金収支計算書
自　平成30年 4月 1日
至　平成31年 3月31日

（単位：千円）

金額

【業務活動収支】
業務支出 26,334,504 

業務費用支出 11,930,435 
人件費支出 3,873,009 
物件費等支出 7,308,420 
支払利息支出 358,850 
その他の支出 390,155 

移転費用支出 14,404,069 
補助金等支出 11,852,050 
社会保障給付支出 2,547,224 
他会計への繰出支出 - 
その他の支出 4,795 

業務収入 29,493,480 
税収等収入 16,384,250 
国県等補助金収入 8,601,706 
使用料及び手数料収入 4,061,904 
その他の収入 445,619 

臨時支出 271,931 
災害復旧事業費支出 12,114 
その他の支出 259,818 

臨時収入 410,538 
業務活動収支 3,297,582 
【投資活動収支】

投資活動支出 4,704,944 
公共施設等整備費支出 2,972,483 
基金積立金支出 1,732,461 
投資及び出資金支出 - 
貸付金支出 - 
その他の支出 - 

投資活動収入 1,161,412 
国県等補助金収入 301,869 
基金取崩収入 800,029 
貸付金元金回収収入 - 
資産売却収入 41,325 
その他の収入 18,189 

投資活動収支 △ 3,543,532 
【財務活動収支】

財務活動支出 2,452,980 
地方債等償還支出 2,355,563 
その他の支出 97,417 

財務活動収入 2,309,815 
地方債等発行収入 2,309,815 
その他の収入 - 

財務活動収支 △ 143,165 
本年度資金収支額 △ 389,114 
前年度末資金残高 4,593,806 
本年度末資金残高 4,204,692 

前年度末歳計外現金残高 302,484 
本年度歳計外現金増減額 28,074 
本年度末歳計外現金残高 330,558 
本年度末現金預金残高 4,535,249 

科目

静岡県熱海市



【様式第１号】

連結貸借対照表
（平成31年 3月31日現在）

（単位：千円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 111,751,092 固定負債 42,875,515 

有形固定資産 106,846,162 地方債等 26,793,119 
事業用資産 42,093,186 長期未払金 1,837 

土地 20,081,122 退職手当引当金 3,286,798 
立木竹 1,019,782 損失補償等引当金 - 
建物 42,031,823 その他 12,793,760 
建物減価償却累計額 △ 27,323,707 流動負債 3,848,509 
工作物 14,031,919 １年内償還予定地方債等 2,285,019 
工作物減価償却累計額 △ 8,326,130 未払金 768,871 
船舶 - 未払費用 4,652 
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 296,100 
航空機 - 預り金 351,834 
航空機減価償却累計額 - その他 142,035 
その他 - 46,724,024 
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 578,377 固定資産等形成分 115,063,073 

インフラ資産 61,561,953 余剰分（不足分） △ 40,576,544 
土地 17,092,408 他団体出資等分 - 
建物 8,892,675 
建物減価償却累計額 △ 4,314,881 
工作物 128,955,041 
工作物減価償却累計額 △ 89,583,366 
その他 - 
その他減価償却累計額 - 
建設仮勘定 520,076 

物品 11,948,765 
物品減価償却累計額 △ 8,757,742 

無形固定資産 344,014 
ソフトウェア 14,232 
その他 329,782 

投資その他の資産 4,560,916 
投資及び出資金 70,019 

有価証券 23,910 
出資金 46,109 
その他 - 

投資損失引当金 - 
長期延滞債権 932,396 
長期貸付金 - 
基金 3,576,182 

減債基金 - 
その他 3,576,182 

その他 112,701 
徴収不能引当金 △ 130,381 

流動資産 9,459,461 
現金預金 5,029,176 
未収金 830,822 
短期貸付金 158 
基金 3,311,823 

財政調整基金 3,109,992 
減債基金 201,831 

棚卸資産 299,329 
その他 - 
徴収不能引当金 △ 11,846 

繰延資産 - 74,486,529 
121,210,553 121,210,553 資産合計

負債合計

純資産合計
負債及び純資産合計

静岡県熱海市



【様式第２号】

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

（単位：千円）

金額

経常費用 36,063,208 

業務費用 16,027,357 

人件費 4,288,497 

職員給与費 3,391,831 

賞与等引当金繰入額 289,313 

退職手当引当金繰入額 323,507 

その他 283,845 

物件費等 10,648,453 

物件費 5,677,579 

維持補修費 1,084,787 

減価償却費 3,841,558 

その他 44,529 

その他の業務費用 1,090,408 

支払利息 360,134 

徴収不能引当金繰入額 146,984 

その他 583,290 

移転費用 20,035,850 

補助金等 10,488,110 

社会保障給付 9,531,626 

他会計への繰出金 - 

その他 16,114 

経常収益 5,291,307 

使用料及び手数料 4,174,544 

その他 1,116,764 

純経常行政コスト 30,771,900 

臨時損失 550,199 

災害復旧事業費 12,114 

資産除売却損 274,586 

投資損失引当金繰入額 - 

損失補償等引当金繰入額 - 

その他 263,500 

臨時利益 345,734 

資産売却益 345,694 

その他 41 

純行政コスト 30,976,365 

科目

静岡県熱海市



【様式第３号】

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

（単位：千円）

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 73,461,982 114,760,421 △ 41,298,439 0 

純行政コスト（△） △ 30,976,365 △ 30,976,365 0 

財源 31,735,990 31,735,990 0 

税収等 19,940,725 19,940,725 0 

国県等補助金 11,795,265 11,795,265 0 

本年度差額 759,626 759,626 0 

固定資産等の変動（内部変動） 37,779 △ 37,779 

有形固定資産等の増加 3,120,740 △ 3,120,740 

有形固定資産等の減少 △ 4,022,595 4,022,595 

貸付金・基金等の増加 2,537,310 △ 2,537,310 

貸付金・基金等の減少 △ 1,597,677 1,597,677 

資産評価差額 5,273 5,273 

無償所管換等 259,175 259,175 

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 1,163 425 737 

その他 △ 689 0 △ 689 

本年度純資産変動額 1,024,547 302,652 721,895 0 

本年度末純資産残高 74,486,529 115,063,073 △ 40,576,544 0 

科目 合計

静岡県熱海市



【様式第４号】

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

（単位：千円）

金額

【業務活動収支】
業務支出 32,363,686 

業務費用支出 12,327,130 
人件費支出 4,198,784 
物件費等支出 7,282,926 
支払利息支出 360,134 
その他の支出 485,286 

移転費用支出 20,036,556 
補助金等支出 10,488,886 
社会保障給付支出 9,531,627 
他会計への繰出支出 - 
その他の支出 16,043 

業務収入 35,687,209 
税収等収入 19,315,228 
国県等補助金収入 11,551,997 
使用料及び手数料収入 4,061,904 
その他の収入 758,079 

臨時支出 271,931 
災害復旧事業費支出 12,114 
その他の支出 259,818 

臨時収入 410,538 
業務活動収支 3,462,130 
【投資活動収支】

投資活動支出 4,713,423 
公共施設等整備費支出 2,978,128 
基金積立金支出 1,735,295 
投資及び出資金支出 - 
貸付金支出 - 
その他の支出 - 

投資活動収入 1,236,340 
国県等補助金収入 301,869 
基金取崩収入 874,957 
貸付金元金回収収入 - 
資産売却収入 41,325 
その他の収入 18,189 

投資活動収支 △ 3,477,083 
【財務活動収支】

財務活動支出 2,488,990 
地方債等償還支出 2,391,260 
その他の支出 97,730 

財務活動収入 2,309,815 
地方債等発行収入 2,309,815 
その他の収入 - 

財務活動収支 △ 179,175 
本年度資金収支額 △ 194,128 
前年度末資金残高 4,891,395 
比例連結割合変更に伴う差額 863 
本年度末資金残高 4,698,130 

前年度末歳計外現金残高 302,928 
本年度歳計外現金増減額 28,118 
本年度末歳計外現金残高 331,046 
本年度末現金預金残高 5,029,176 

科目

静岡県熱海市


