
【様式第1号】

自治体名：北茨城市

会計：一般会計等 （単位：千円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 72,258,220   固定負債 25,782,057

    有形固定資産 66,428,970     地方債 21,065,667

      事業用資産 38,247,355     長期未払金 -

        土地 17,208,275     退職手当引当金 3,950,432

        立木竹 -     損失補償等引当金 3,058

        建物 37,415,420     その他 762,900

        建物減価償却累計額 -20,335,100   流動負債 2,306,258

        工作物 4,479,257     １年内償還予定地方債 2,056,375

        工作物減価償却累計額 -3,421,007     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 187,247

        航空機 -     預り金 62,636

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 28,088,315

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 2,900,510   固定資産等形成分 73,973,444

      インフラ資産 27,668,474   余剰分（不足分） -26,481,850

        土地 4,577,327

        建物 2,676,817

        建物減価償却累計額 -1,684,068

        工作物 53,214,305

        工作物減価償却累計額 -34,046,614

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 2,930,707

      物品 3,249,337

      物品減価償却累計額 -2,736,196

    無形固定資産 -

      ソフトウェア -

      その他 -

    投資その他の資産 5,829,250

      投資及び出資金 5,671,307

        有価証券 168

        出資金 109,990

        その他 5,561,149

      投資損失引当金 -2,329,653

      長期延滞債権 259,375

      長期貸付金 641,125

      基金 1,602,306

        減債基金 -

        その他 1,602,306

      その他 -

      徴収不能引当金 -15,210

  流動資産 3,321,688

    現金預金 1,535,884

    未収金 79,908

    短期貸付金 4,785

    基金 1,710,439

      財政調整基金 1,558,568

      減債基金 151,871

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -9,327 純資産合計 47,491,594

資産合計 75,579,909 負債及び純資産合計 75,579,909

貸借対照表
（令和3年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：北茨城市

会計：一般会計等 （単位：千円）

    その他 743,659

純行政コスト 24,328,436

    その他 6,524

  臨時利益 744,108

    資産売却益 449

    資産除売却損 0

    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 24,895,411

  臨時損失 177,132

    災害復旧事業費 170,608

  経常収益 676,214

    使用料及び手数料 407,126

    その他 269,087

      社会保障給付 3,539,035

      他会計への繰出金 1,066,589

      その他 19,581

        その他 179,949

    移転費用 15,959,946

      補助金等 11,334,742

      その他の業務費用 295,620

        支払利息 98,071

        徴収不能引当金繰入額 17,601

        維持補修費 568,468

        減価償却費 2,255,847

        その他 -

        その他 404,367

      物件費等 6,216,867

        物件費 3,392,552

        職員給与費 2,478,148

        賞与等引当金繰入額 187,247

        退職手当引当金繰入額 29,429

  経常費用 25,571,625

    業務費用 9,611,679

      人件費 3,099,191

行政コスト計算書
自　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日

科目 金額



【様式第3号】

自治体名：北茨城市

会計：一般会計等 （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 46,781,456 72,601,373 -25,819,916

  純行政コスト（△） -24,328,436 -24,328,436

  財源 25,029,835 25,029,835

    税収等 15,774,428 15,774,428

    国県等補助金 9,255,407 9,255,407

  本年度差額 701,400 701,400

  固定資産等の変動（内部変動） 1,363,333 -1,363,333

    有形固定資産等の増加 2,980,107 -2,980,107

    有形固定資産等の減少 -2,262,620 2,262,620

    貸付金・基金等の増加 1,877,429 -1,877,429

    貸付金・基金等の減少 -1,231,583 1,231,583

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 8,738 8,738

  その他 0 - 0

  本年度純資産変動額 710,137 1,372,071 -661,934

本年度末純資産残高 47,491,594 73,973,444 -26,481,850

純資産変動計算書
自　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日

科目 合計



【様式第4号】

自治体名：北茨城市

会計：一般会計等 （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 66,349

本年度歳計外現金増減額 -3,714

本年度末歳計外現金残高 62,636

本年度末現金預金残高 1,535,884

    その他の収入 -

財務活動収支 778,723

本年度資金収支額 129,517

前年度末資金残高 1,343,732

本年度末資金残高 1,473,248

  財務活動支出 1,936,481

    地方債償還支出 1,893,531

    その他の支出 42,950

  財務活動収入 2,715,204

    地方債発行収入 2,715,204

    貸付金元金回収収入 313,981

    資産売却収入 1,436

    その他の収入 -

投資活動収支 -2,129,103

【財務活動収支】

    貸付金支出 309,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,987,927

    国県等補助金収入 789,818

    基金取崩収入 882,692

【投資活動収支】

  投資活動支出 4,117,029

    公共施設等整備費支出 2,980,107

    基金積立金支出 579,294

    投資及び出資金支出 248,628

  臨時支出 170,608

    災害復旧事業費支出 170,608

    その他の支出 -

  臨時収入 18,795

業務活動収支 1,479,896

  業務収入 24,894,532

    税収等収入 15,766,539

    国県等補助金収入 8,446,794

    使用料及び手数料収入 409,324

    その他の収入 271,875

    移転費用支出 15,959,946

      補助金等支出 11,334,742

      社会保障給付支出 3,539,035

      他会計への繰出支出 1,066,589

      その他の支出 19,581

    業務費用支出 7,302,877

      人件費支出 3,075,832

      物件費等支出 3,961,020

      支払利息支出 98,071

      その他の支出 167,955

資金収支計算書
自　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日

科目 金額

【業務活動収支】

  業務支出 23,262,823


