
【様式第1号】

自治体名：北茨城市

会計：連結会計 （単位：千円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 103,519,890   固定負債 47,820,220

    有形固定資産 95,718,621     地方債等 33,541,690

      事業用資産 46,337,293     長期未払金 -

        土地 17,341,605     退職手当引当金 4,290,580

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 3,058

        立木竹 -     その他 9,984,893

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 6,358,340

        建物 43,466,623     １年内償還予定地方債等 2,929,387

        建物減価償却累計額 -21,346,861     未払金 2,283,971

        建物減損損失累計額 -     未払費用 23,120

        工作物 4,705,963     前受金 758

        工作物減価償却累計額 -3,540,120     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 331,815

        船舶 -     預り金 743,262

        船舶減価償却累計額 -     その他 46,027

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 54,178,561

        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 105,330,982

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -46,126,520

        航空機 -   他団体出資等分 125,936

        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 5,710,084

      インフラ資産 45,638,488

        土地 5,226,034

        土地減損損失累計額 -

        建物 4,356,455

        建物減価償却累計額 -2,072,839

        建物減損損失累計額 -

        工作物 74,238,808

        工作物減価償却累計額 -41,772,803

        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 5,662,833

      物品 12,746,113

      物品減価償却累計額 -9,003,273

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 3,387,540

      ソフトウェア 11,430

      その他 3,376,110

    投資その他の資産 4,413,728

      投資及び出資金 73,775

        有価証券 168

        出資金 69,890

        その他 3,717

      長期延滞債権 427,705

      長期貸付金 90,474

      基金 3,604,289

        減債基金 -

        その他 3,604,289

      その他 254,073

      徴収不能引当金 -36,588

  流動資産 9,989,068

    現金預金 7,252,131

    未収金 903,582

    短期貸付金 7,285

    基金 1,803,807

      財政調整基金 1,651,936

      減債基金 151,871

    棚卸資産 23,808

    その他 17,369

    徴収不能引当金 -18,913

  繰延資産 - 純資産合計 59,330,397

資産合計 113,508,958 負債及び純資産合計 113,508,958

連結貸借対照表
（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：連結会計 （単位：千円）

連結行政コスト計算書
自　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日

科目 金額

  経常費用 42,728,401

    業務費用 15,436,883

      人件費 5,639,627

        職員給与費 4,083,108

        賞与等引当金繰入額 302,580

        退職手当引当金繰入額 43,130

        その他 1,210,809

      物件費等 8,996,795

        物件費 4,907,981

        維持補修費 720,467

        減価償却費 3,363,277

        その他 5,070

      その他の業務費用 800,460

        支払利息 263,901

        徴収不能引当金繰入額 39,078

        その他 497,482

    移転費用 27,291,518

      補助金等 23,565,505

      社会保障給付 3,541,650

      その他 184,363

  経常収益 4,771,669

    使用料及び手数料 4,007,669

    その他 764,000

純経常行政コスト 37,956,732

  臨時損失 183,223

    災害復旧事業費 170,608

    資産除売却損 0

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 12,615

  臨時利益 -604

    資産売却益 449

    その他 -1,053

純行政コスト 38,140,560



【様式第3号】

自治体名：北茨城市

会計：連結会計 （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 54,656,163 99,477,753 -44,968,239 146,649

  純行政コスト（△） -38,140,560 -38,116,996 -23,564

  財源 42,761,953 42,759,041 2,913

    税収等 24,028,388 24,028,263 124

    国県等補助金 18,733,566 18,730,777 2,789

  本年度差額 4,621,394 4,642,045 -20,651

  固定資産等の変動（内部変動） 6,075,711 -6,075,711

    有形固定資産等の増加 8,636,470 -8,636,470

    有形固定資産等の減少 -3,393,772 3,393,772

    貸付金・基金等の増加 2,955,633 -2,955,633

    貸付金・基金等の減少 -2,122,621 2,122,621

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 12,886 12,886

  他団体出資等分の増加 - -

  他団体出資等分の減少 62 -62

  比例連結割合変更に伴う差額 11,246 17,408 -6,162 -

  その他 28,709 -252,776 281,485

  本年度純資産変動額 4,674,234 5,853,229 -1,158,281 -20,714

本年度末純資産残高 59,330,397 105,330,982 -46,126,520 125,936

連結純資産変動計算書
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：連結会計 （単位：千円）

連結資金収支計算書
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 39,634,220

    業務費用支出 12,335,968

      人件費支出 5,590,080

      物件費等支出 6,042,204

      支払利息支出 263,881

      その他の支出 439,803

    移転費用支出 27,298,251

      補助金等支出 23,565,505

      社会保障給付支出 3,541,650

      その他の支出 191,096

  業務収入 43,106,265

    税収等収入 21,051,243

    国県等補助金収入 16,820,175

    使用料及び手数料収入 4,288,526

    その他の収入 946,321

  臨時支出 173,431

    災害復旧事業費支出 170,608

    その他の支出 2,823

  臨時収入 18,795

業務活動収支 3,317,410

【投資活動収支】

  投資活動支出 8,678,386

    公共施設等整備費支出 7,022,288

    基金積立金支出 1,633,350

    投資及び出資金支出 2

    貸付金支出 11,500

    その他の支出 11,247

  投資活動収入 5,554,840

    国県等補助金収入 1,666,010

    基金取崩収入 949,428

    貸付金元金回収収入 13,981

    資産売却収入 1,436

    その他の収入 2,923,987

投資活動収支 -3,123,546

【財務活動収支】

  財務活動支出 2,785,659

    地方債等償還支出 2,755,053

    その他の支出 30,605

  財務活動収入 3,777,158

    地方債等発行収入 3,765,842

    その他の収入 11,316

前年度末歳計外現金残高 740,259

本年度歳計外現金増減額 171

本年度末歳計外現金残高 740,430

本年度末現金預金残高 7,252,131

財務活動収支 991,499

本年度資金収支額 1,185,363

前年度末資金残高 5,324,066

比例連結割合変更に伴う差額 2,273

本年度末資金残高 6,511,701


